
三木山総合公園屋内プール

　【小学男子】 2018/02/18

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

50 ｍ自 由 形
栗山　敦史   (イトマン西宮・6)

   29.30
盛岡　潤平   (高砂ＦＣ・6)

   29.65
西馬　雄大   (ＪＳＳ大久保・6)

   29.67

100 ｍ自 由 形
山下　　丈   (朝霧小学校・6)

 1:00.90
栗山　敦史   (イトマン西宮・6)

 1:04.59
西馬　雄大   (ＪＳＳ大久保・6)

 1:04.98

200 ｍ自 由 形
惣輪　　温   (二見西小学校・5)

 2:16.27
吉野　倖平   (イトマン神戸・6)

 2:23.60
高島　　慧   (ＴＸ甲南山手・6)

 2:24.08

50 ｍ背 泳 ぎ
南殿　康喜   (イトマン川西・5)

   34.65
伊藤　息吹   (イトマン川西・4)

   36.56
保田　侑槻   (ＪＳＳ北神戸・4)

   37.15

100 ｍ背 泳 ぎ
北本　瑞希   (ＪＳＳ北神戸・6)

 1:18.89
佐野　　聖   (ＪＳＳ北神戸・5)

 1:22.47
和田　優輝   (ＪＳＳ北神戸・4)

 1:24.62

200 ｍ背 泳 ぎ
棚村　聖崇   (イトマン西宮・6)

 2:30.22

50 ｍ平 泳 ぎ
古閑　竜輝   (ＪＳＳ大久保・6)

   36.74
盛岡　潤平   (高砂ＦＣ・6)

   37.77
永尾　優弥   (ＪＳＳ三木・6)

   38.71

100 ｍ平 泳 ぎ
山下　　丈   (朝霧小学校・6)

 1:14.69
菅野　陽日   (ＪＳＳ三木・5)

 1:17.00
古閑　竜輝   (ＪＳＳ大久保・6)

 1:17.22

200 ｍ平 泳 ぎ
藤田　航輝   (イトマン西宮・6)

 2:42.06

50 ｍバ タ フ ラ イ
山澤　力樹   (ＳＡ六甲道・5)

   32.85
破魔　翔舞   (ＪＳＳ大久保・5)

   33.38
高島　圭佑   (ＳＡ六甲道・5)

   33.51

100 ｍバ タ フ ラ イ
山澤　力樹   (ＳＡ六甲道・5)

 1:14.82
徳平　将之   (ＪＳＳ三木・6)

 1:18.07

200 ｍ個人メドレー
菅野　陽日   (ＪＳＳ三木・5)

 2:32.53
惣輪　　温   (二見西小学校・5)

 2:32.97
野々村恭乙   (イトマン川西・5)

 2:43.65

200 ｍリ レ ー

ＪＳＳ大久保
木下　誠覇・西馬　雄大
森　　颯汰・破魔　翔舞
(   29.81)   2:00.61

ＪＳＳ三木
菅野　陽日・永尾　優弥
井口　翔天・北川　宗誼
(   30.02)   2:07.26

ＪＳＳ北神戸
直井　勇蔵・瀧河　遼真
佐野　　聖・北本　瑞希
(   30.47)   2:07.80

200 ｍメドレーリレー

ＪＳＳ大久保
木下　誠覇・古閑　竜輝
森　　颯汰・西馬　雄大
(   33.25)   2:11.15

ＪＳＳ三木
徳平　将之・菅野　陽日
井口　翔天・永尾　優弥
(   39.64)   2:21.60

ＪＳＳ北神戸
小泉　太暉・佐野　　聖
北本　瑞希・直井　勇蔵
(   39.70)   2:25.83
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三木山総合公園屋内プール

　【中学男子】 2018/02/18

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

50 ｍ自 由 形
谷塚　俊介   (魚住中学・3)

   26.99
蓬莱　拓海   (ＪＳＳ大久保・2)

   26.99    1位
原　　優斗   (ＪＳＳ大久保・2)

   27.26

100 ｍ自 由 形
蓬莱　拓海   (ＪＳＳ大久保・2)

   58.49
田中　洋助   (緑ヶ丘中学・2)

   59.42
木谷　駿斗   (ＳＡ六甲道・2)

   59.72

200 ｍ自 由 形
長島京志郎   (野々池中学・2)

 1:56.05   中学新
重本孝太郎   (ＪＳＳ三木・3)

 1:57.81
村上　柚希   (大久保中学・1)

 2:05.97

400 ｍ自 由 形
長島京志郎   (野々池中学・2)

 4:04.88
村上　柚希   (大久保中学・1)

 4:22.78
日浦　悠人   (イトマン神戸・2)

 4:25.67

50 ｍ背 泳 ぎ
富田　和太   (大久保中学・1)

   38.19
高橋　直輝   (緑ヶ丘中学・2)

   40.63
中本　圭剛   (緑ヶ丘中学・1)

   41.86

100 ｍ背 泳 ぎ
進藤　凱音   (自由が丘中学・2)

 1:13.13
北川　幸卓   (魚住中学・1)

 1:15.61
岡田　晃宗   (中部中学・2)

 1:15.78

200 ｍ背 泳 ぎ
枦　　純真   (望海中学・2)

 2:30.36
船越　陵雅   (荒井中学・2)

 2:32.77
進藤　凱音   (自由が丘中学・2)

 2:37.75

50 ｍ平 泳 ぎ
平野　　佑   (イトマン西宮・2)

   34.82
岡　　優志   (松陽中学・2)

   35.01
福岡　柚希   (自由が丘中学・2)

   37.11

100 ｍ平 泳 ぎ
平野　　佑   (イトマン西宮・2)

 1:13.65
岡　　優志   (松陽中学・2)

 1:17.12
福井駿太郎   (自由が丘中学・2)

 1:19.19

200 ｍ平 泳 ぎ
菅野　広大   (ＪＳＳ三木・1)

 2:31.13
福井駿太郎   (自由が丘中学・2)

 2:50.56
川口　拓音   (ＪＳＳ妙法寺・2)

 2:52.72

50 ｍバ タ フ ラ イ
野　　龍矢   (ＪＳＳ三木・2)

   29.33
谷塚　俊介   (魚住中学・3)

   29.82
柴崎　太壱   (中部中学・2)

   29.98

100 ｍバ タ フ ラ イ
重本孝太郎   (ＪＳＳ三木・3)

   55.95   中学新
縄井　健世   (自由が丘中学・2)

 1:01.43
都染　拓真   (荒井中学・2)

 1:04.42

200 ｍバ タ フ ラ イ
縄井　健世   (自由が丘中学・2)

 2:17.70
三宅　啓介   (魚住中学・1)

 2:24.65
谷口　歩夢   (ＪＳＳ北神戸・1)

 2:33.98

200 ｍ個人メドレー
菅野　広大   (ＪＳＳ三木・1)

 2:20.31
南谷　泰志   (朝霧中学・2)

 2:25.33
増田　湧真   (望海中学・2)

 2:33.16

400 ｍ個人メドレー
南谷　泰志   (朝霧中学・2)

 5:08.79
宇都宮大樹   (朝霧中学・1)

 5:47.16

400 ｍリ レ ー

ＪＳＳ大久保
蓬莱　拓海・原　　優斗
大杉　　輝・舌間　悠人
(   58.43)   4:05.22

大久保中学
村上　柚希・十都　将太
藤原　裕生・大森　達稀
(   58.73)   4:08.14

自由が丘中学
縄井　健世・進藤　凱音
福井駿太郎・谷口　夢成
(   58.10)   4:09.26

400 ｍメドレーリレー

自由が丘中学
進藤　凱音・福井駿太郎
縄井　健世・谷口　夢成
( 1:13.39)   4:34.32

ＪＳＳ大久保
舌間　悠人・稲村　太陽
原　　優斗・蓬莱　拓海
( 1:09.83)   4:35.61

中部中学
山上　　諒・柴崎　太壱
山本　純大・岡田　晃宗
( 1:16.65)   4:43.64
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三木山総合公園屋内プール

　【高校男子】 2018/02/18

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

50 ｍ自 由 形
大崎　達也   (ＪＳＳ北神戸・3)

   24.80
信田　涼介   (加古川東高校・2)

   25.06
山本　貴由   (明石清水高校・3)

   25.36

100 ｍ自 由 形
信田　涼介   (加古川東高校・2)

   54.03
菊地　祐亮   (神戸鈴蘭台高・2)

   55.44
都地　悠馬   (加古川東高校・1)

   55.65

200 ｍ自 由 形
山本　秀樹   (加古川西高校・2)

 2:00.08
宮平淳太郎   (ＪＳＳ妙法寺・1)

 2:01.60
羽田　大生   (明石清水高校・3)

 2:04.98

400 ｍ自 由 形
川﨑　逸生   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・1)

 4:27.98
吉村　匠世   (イトマン神戸・1)

 4:35.26

50 ｍ背 泳 ぎ
玉串　颯麻   (イトマン神戸・2)

   26.58   高校新
高橋　優輝   (イトマン神戸・1)

   29.13
朝井　春都   (小野高校・2)

   30.50

100 ｍ背 泳 ぎ
玉串　颯麻   (イトマン神戸・2)

   58.36
森本　龍翔   (神戸鈴蘭台高・1)

 1:02.74
斎藤　崇晟   (西脇工業高校・1)

 1:06.44

200 ｍ背 泳 ぎ
大畑　　元   (明石清水高校・2)

 2:08.37
南谷　研志   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・1)

 2:14.47
森本　龍翔   (神戸鈴蘭台高・1)

 2:16.00

50 ｍ平 泳 ぎ
立山　泰雅   (三木東高校・1)

   30.85
吉川　泰生   (加古川東高校・1)

   32.28
簑田　一輝   (神戸鈴蘭台高・2)

   32.72

100 ｍ平 泳 ぎ
南谷　和志   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・3)

 1:04.75   高校新
立山　泰雅   (三木東高校・1)

 1:06.05
吉川　泰生   (加古川東高校・1)

 1:09.39

200 ｍ平 泳 ぎ
十都　祐真   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・2)

 2:40.80

50 ｍバ タ フ ラ イ
大畑　　元   (明石清水高校・2)

   26.83
長濱　温樹   (西脇工業高校・1)

   27.56
宮路　大輝   (加古川東高校・2)

   30.60

100 ｍバ タ フ ラ イ
南谷　和志   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・3)

   55.94
吉田　尚悟   (小野高校・2)

   59.56
吉村　天良   (イトマン神戸・3)

 1:01.32

200 ｍバ タ フ ラ イ
椋本　　暖   (加古川東高校・1)

 2:14.94
小原　拓真   (明石清水高校・2)

 2:17.14
吉村　天良   (イトマン神戸・3)

 2:17.82

200 ｍ個人メドレー
斎藤　崇晟   (西脇工業高校・1)

 2:18.92
都地　悠馬   (加古川東高校・1)

 2:23.12
橘　　大輔   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・2)

 2:27.25

400 ｍ個人メドレー
南谷　研志   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・1)

 4:54.13
川﨑　逸生   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・1)

 5:03.66
立花　唯翔   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・2)

 5:26.63

400 ｍリ レ ー

明石市民ｸﾗﾌﾞ
南谷　和志・南谷　研志
藤田　凌輔・川﨑　逸生
(   53.65)   3:41.90

明石清水高校
大畑　　元・山本　貴由
羽田　大生・増永　　裕
(   53.97)   3:41.91

神戸鈴蘭台高
浮田　楓雅・森本　龍翔
簑田　一輝・菊地　祐亮
(   57.93)   3:42.61

400 ｍメドレーリレー

明石市民ｸﾗﾌﾞ
南谷　研志・十都　祐真
南谷　和志・藤田　凌輔
( 1:01.43)   4:04.51

神戸鈴蘭台高
森本　龍翔・簑田　一輝
浮田　楓雅・菊地　祐亮
( 1:02.84)   4:08.98

明石清水高校
大畑　　元・増永　　裕
小原　拓真・山本　貴由
(   59.85)   4:09.48
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三木山総合公園屋内プール

　【小学女子】 2018/02/18

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

50 ｍ自 由 形
藤田　愛美   (ＪＳＳ大久保・6)

   29.64
島田　実季   (ＴＸ MYRICA・6)

   31.18
中田　　海   (イトマン神戸・6)

   31.67

100 ｍ自 由 形
上山　彩花   (イトマン神戸・6)

 1:04.47
藤田　愛美   (ＪＳＳ大久保・6)

 1:04.74
島田　実季   (ＴＸ MYRICA・6)

 1:07.30

200 ｍ自 由 形
上山　彩花   (イトマン神戸・6)

 2:17.60
井上　　奏   (ＴＸ甲南山手・4)

 2:22.77
黒佐なつみ   (イトマン神戸・6)

 2:25.12

50 ｍ背 泳 ぎ
田渕　涼華   (イトマン川西・6)

   34.84
藤岡さくら   (ＪＳＳ大久保・6)

   36.18
三船千梨花   (ＪＳＳ妙法寺・6)

   36.72

100 ｍ背 泳 ぎ
奥野なつめ   (イトマン西宮・6)

 1:15.59
二家本成美   (ＪＳＳ北神戸・5)

 1:20.00
藤田　美優   (二見西小学校・6)

 1:21.73

200 ｍ背 泳 ぎ
椋本　　掬   (松が丘小学校・6)

 2:34.05
田中　和奏   (ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ・6)

 2:59.82

50 ｍ平 泳 ぎ
小林　　楓   (朝霧小学校・6)

   37.44
粂田　彩月   (ＪＳＳ三木・6)

   40.75
高林　那海   (イトマン川西・5)

   41.34

100 ｍ平 泳 ぎ
小林　　楓   (朝霧小学校・6)

 1:20.59
大石　優姫   (ＪＳＳ北神戸・6)

 1:30.86
内田　歩夢   (神戸北町Vivo・5)

 1:31.29

200 ｍ平 泳 ぎ
椋本　　掬   (松が丘小学校・6)

 2:52.07

50 ｍバ タ フ ラ イ
五十嵐京子   (イトマン西宮・6)

   31.77
小方　桃菜   (イトマン神戸・6)

   32.51
左脇　舞乙   (ＪＳＳ北神戸・4)

   33.71

100 ｍバ タ フ ラ イ
五十嵐京子   (イトマン西宮・6)

 1:12.58
吉田　　凜   (イトマン神戸・5)

 1:13.09
藤岡さくら   (ＪＳＳ大久保・6)

 1:14.41

200 ｍ個人メドレー
田渕　涼華   (イトマン川西・6)

 2:31.74
渡邊　莉咲   (二見西小学校・5)

 2:42.33
秋庭ひなた   (イトマン川西・6)

 2:42.36

200 ｍリ レ ー

ＪＳＳ大久保
藤田　愛美・藤岡さくら
梅田　歩実・原　　美月
(   29.58)   2:05.61

ＳＡ六甲道
安藤　詩歩・石川　芽依
宮内　葉月・坂口　倫菜
(   32.98)   2:13.92

ＪＳＳ北神戸
加波　智乃・二家本成美
西垣　香瑠・金山　結美
(   32.85)   2:15.66

200 ｍメドレーリレー

ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ
田中　和奏・三宅　咲彩
松見　優芽・小林　亜実
(   39.93)   2:29.32

ＪＳＳ北神戸
二家本成美・大石　優姫
加波　智乃・西垣　香瑠
(   38.32)   2:29.37

ＪＳＳ三木
橋本　莉花・粂田　彩月
前田　真愛・浦上　乃愛
(   39.42)   2:30.39
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三木山総合公園屋内プール

　【中学女子】 2018/02/18

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

50 ｍ自 由 形
岡井　夏凜   (イトマン神戸・1)

   29.01
森本菜々美   (神戸北町Vivo・1)

   30.17
今村　恵望   (ＴＸ MYRICA・2)

   30.67

100 ｍ自 由 形
岡井　夏凜   (イトマン神戸・1)

 1:02.70
立山　心菜   (緑ヶ丘中学・1)

 1:02.97
松尾　佳凛   (ＴＸ MYRICA・1)

 1:03.49

200 ｍ自 由 形
松尾　佳凛   (ＴＸ MYRICA・1)

 2:15.74
山本菜々美   (宝殿中学・2)

 2:15.92
二ノ方陽菜   (緑ヶ丘中学・2)

 2:24.85

400 ｍ自 由 形
山本菜々美   (宝殿中学・2)

 4:49.71
駒川　　結   (加古川中学・2)

 4:58.18
平田　　暖   (イトマン西宮・1)

 4:58.20

50 ｍ背 泳 ぎ
清水　杏梨   (神戸北町Vivo・1)

   38.60
松川ほのか   (松陽中学・2)

   39.76
大橋　育歩   (三木中学・2)

   41.93

100 ｍ背 泳 ぎ
中澤　　葵   (イトマン神戸・1)

 1:07.64
福武　由花   (魚住中学・2)

 1:13.97
福本　陽菜   (三木中学・1)

 1:14.52

200 ｍ背 泳 ぎ
中澤　　葵   (イトマン神戸・1)

 2:24.98
筒井　絢夏   (ＪＳＳ大久保・1)

 2:35.34
平田　　暖   (イトマン西宮・1)

 2:36.46

50 ｍ平 泳 ぎ
古川菜々望   (宝殿中学・2)

   40.70
大坪　七海   (ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ・1)

   44.24
吉浪　玲衣   (緑ヶ丘中学・1)

   46.82

100 ｍ平 泳 ぎ
立山　心菜   (緑ヶ丘中学・1)

 1:13.87
寺田　菜那   (ＪＳＳ大久保・2)

 1:18.50
矢木　　陽   (大久保中学・1)

 1:20.75

200 ｍ平 泳 ぎ
都地　瞳美   (望海中学・2)

 2:59.27
大塚裕紀子   (望海中学・2)

 3:11.39
有末　優羽   (松陽中学・2)

 3:11.66

50 ｍバ タ フ ラ イ
山下　菜月   (ＪＳＳ大久保・2)

   30.84
隈部　楓菜   (ＪＳＳ三木・2)

   31.29
福武　由花   (魚住中学・2)

   31.53

100 ｍバ タ フ ラ イ
森田　美友   (イトマン神戸・1)

 1:06.08
山下　菜月   (ＪＳＳ大久保・2)

 1:08.95
矢木　　陽   (大久保中学・1)

 1:10.83

200 ｍバ タ フ ラ イ
森田　美友   (イトマン神戸・1)

 2:23.09
松野仁衣奈   (ＪＳＳ大久保・2)

 2:26.28
隈部　楓菜   (ＪＳＳ三木・2)

 2:30.81

200 ｍ個人メドレー
松野仁衣奈   (ＪＳＳ大久保・2)

 2:29.38
神吉　蘭夢   (宝殿中学・2)

 2:36.34
赤松いろは   (ＪＳＳ大久保・1)

 2:37.20

400 ｍ個人メドレー
神吉　蘭夢   (宝殿中学・2)

 5:20.74

400 ｍリ レ ー

ＪＳＳ大久保
松野仁衣奈・寺田　菜那
赤松いろは・山下　菜月
(   59.00)   4:11.33

神戸北町Vivo
川田　鈴奈・杉本　美月
清水　杏梨・森本菜々美
( 1:09.83)   4:40.31

緑ヶ丘中学
髙野　花恋・伊東　綺香
二ノ方陽菜・立山　心菜
( 1:14.40)   4:42.19

400 ｍメドレーリレー

ＪＳＳ大久保
赤松いろは・寺田　菜那
山下　菜月・松野仁衣奈
( 1:12.55)   4:38.01

宝殿中学
神吉　蘭夢・古川菜々望
山本菜々美・和田　千夏
( 1:16.16)   5:19.58

神戸北町Vivo
清水　杏梨・川田　鈴奈
杉本　美月・森本菜々美
( 1:22.82)   5:20.97
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三木山総合公園屋内プール

　【高校女子】 2018/02/18

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位

50 ｍ自 由 形
高田　彩夏   (加古川東高校・2)

   29.53
有馬　鈴葉   (加古川西高校・1)

   30.07
吉冨　萌柚   (明石清水高校・2)

   30.63

100 ｍ自 由 形
桑原　南季   (明石清水高校・2)

 1:09.61
鷲田さゆり   (北須磨高校・2)

 1:11.75
吉村　未優   (小野高校・2)

 1:14.40

200 ｍ自 由 形
板井　楓佳   (ＪＳＳ大久保・2)

 2:18.00
筒井　優夏   (明石清水高校・2)

 2:19.92
吉冨　萌柚   (明石清水高校・2)

 2:21.50

50 ｍ背 泳 ぎ
道上　汐穏   (三木東高校・2)

   34.44
藤田　詩織   (小野高校・2)

   39.93
竹原　和紗   (加古川東高校・1)

   42.47

100 ｍ背 泳 ぎ
東原　由奈   (高砂高校・1)

 1:14.18
阪口　智美   (ＪＳＳ三木・1)

 1:15.22
道上　汐穏   (三木東高校・2)

 1:16.12

200 ｍ背 泳 ぎ
筒井　優夏   (明石清水高校・2)

 2:28.59
奥原　文美   (明石商業高校・1)

 2:53.38

50 ｍ平 泳 ぎ
小澤　葉音   (小野高校・1)

   41.29
盛本　茉那   (神戸鈴蘭台高・2)

   41.36
白石　莉菜   (加古川西高校・1)

   44.30

100 ｍ平 泳 ぎ
木村　天美   (明石市民ｸﾗﾌﾞ・1)

 1:16.85
礒野　華奈   (ＪＳＳ三木・1)

 1:18.20
阪口　智美   (ＪＳＳ三木・1)

 1:22.64

200 ｍ平 泳 ぎ
礒野　華奈   (ＪＳＳ三木・1)

 2:50.48
浅野　天音   (加古川東高校・2)

 3:12.42

50 ｍバ タ フ ラ イ
藤澤　愛海   (北須磨高校・2)

   29.08   高校ﾀｲ
平山　千尋   (ＪＳＳ妙法寺・1)

   30.46
高田　彩夏   (加古川東高校・2)

   31.90

100 ｍバ タ フ ラ イ
藤澤　愛海   (北須磨高校・2)

 1:04.23
平山　千尋   (ＪＳＳ妙法寺・1)

 1:07.33
福本芙未香   (ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ・2)

 1:16.25

200 ｍ個人メドレー
有馬　鈴葉   (加古川西高校・1)

 2:35.90
板井　楓佳   (ＪＳＳ大久保・2)

 2:38.66
福本芙未香   (ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ・2)

 2:44.89

400 ｍリ レ ー

明石清水高校
筒井　優夏・桑原　南季
山脇　怜奈・吉冨　萌柚
( 1:05.11)   4:25.50

加古川東高校
高田　彩夏・矢迫　恋佳
竹原　和紗・覚野詩穂子
( 1:04.87)   4:48.23

小野高校
小澤　葉音・吉村　未優
眞海　　晴・藤田　詩織
( 1:13.97)   4:56.34

400 ｍメドレーリレー

明石清水高校
筒井　優夏・山脇　怜奈
吉冨　萌柚・桑原　南季
( 1:09.12)   4:51.60

加古川東高校
高田　彩夏・浅野　天音
覚野詩穂子・萩谷　美友
( 1:16.39)   5:26.39

小野高校
藤田　詩織・大田　果奈
小澤　葉音・吉村　未優
( 1:27.15)   5:38.43
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