
2019/8/10-11

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位 ４　　　位 ５　　　位 ６　　　位

  50m自由形
武本　優志   (加古川西・2)

   25.85
山本　真大   (小野・2)

   25.89
大上　壮真   (高砂・2)

   26.46
西口　翔斗   (小野工・3)

   26.83
原　　優斗   (明石北・1)

   26.90
田中　洋助   (三木北・1)

   26.94

 100m自由形
武本　優志   (加古川西・2)

   55.58
末光　勇翔   (明石・2)

   55.67
山本　祥平   (明石北・2)

   56.71
樽屋　賢汰   (明石北・2)

   57.04
山本　真大   (小野・2)

   57.33
津田　翔馬   (明石城西・2)

   57.68

 200m自由形
武本　優志   (加古川西・2)

 2:04.09
谷塚　俊介   (明石清水・2)

 2:05.18
樽屋　賢汰   (明石北・2)

 2:06.25
津田　翔馬   (明石城西・2)

 2:06.39
馬場凜太朗   (明石北・1)

 2:07.57
山本　祥平   (明石北・2)

 2:09.36

 400m自由形
樽屋　賢汰   (明石北・2)

 4:28.47
馬場凜太朗   (明石北・1)

 4:28.82
津田　翔馬   (明石城西・2)

 4:34.25
上杉　透大   (明石城西・1)

 4:40.30
廣澤　虎汰   (明石南・2)

 4:42.66
金子　太貴   (明石城西・1)

 5:01.14

 800m自由形
廣澤　虎汰   (明石南・2)

 9:48.48
上北　裕翔   (明石城西・1)

10:01.25
松下洸太朗   (加古川西・2)

10:51.88
西口　翔斗   (小野工・3)

11:00.52
山田　晃生   (加古川西・1)

11:02.47
笠野仙太朗   (明石城西・1)

11:14.11

 50m背泳ぎ
南谷　研志   (明石城西・3)

   28.87   大会新
須田　一帆   (明石城西・2)

   30.00
萩原　亮斗   (西脇・1)

   30.93
徳平　蒼太   (三木北・2)

   31.89
大上　壮真   (高砂・2)

   32.33
横川　　岳   (明石北・2)

   32.97

 100m背泳ぎ
南谷　研志   (明石城西・3)

 1:02.64
山本　祥平   (明石北・2)

 1:05.55
須田　一帆   (明石城西・2)

 1:06.42
萩原　亮斗   (西脇・1)

 1:08.33
徳平　蒼太   (三木北・2)

 1:10.14
大上　壮真   (高砂・2)

 1:11.62

 200m背泳ぎ
南谷　研志   (明石城西・3)

 2:19.58
萩原　亮斗   (西脇・1)

 2:25.72
須田　一帆   (明石城西・2)

 2:28.41
徳平　蒼太   (三木北・2)

 2:35.02
横川　　岳   (明石北・2)

 2:37.98
宮路　悠生   (加古川西・2)

 2:40.93

 50m平泳ぎ
上田　倭司   (明石・1)

   31.58
石塚　祐太   (明石清水・2)

   32.34
生亀由起彦   (明石北・2)

   32.66
伊藤　　温   (加古川東・1)

   33.09
波越　泰志   (明石城西・2)

   33.66
藤井　竣平   (小野・2)

   33.82

 100m平泳ぎ
波越　泰志   (明石城西・2)

 1:11.78
伊藤　　温   (加古川東・1)

 1:12.64
生亀由起彦   (明石北・2)

 1:13.93
大森　葵琉   (明石清水・2)

 1:14.15
福井駿太郎   (加古川東・1)

 1:14.27
馬場凜太朗   (明石北・1)

 1:16.68

 200m平泳ぎ
波越　泰志   (明石城西・2)

 2:34.74
伊藤　　温   (加古川東・1)

 2:42.27
生亀由起彦   (明石北・2)

 2:47.83
岡　　優志   (加古川西・1)

 2:50.77
喜多　陽亮   (加古川西・2)

 2:52.11
十都　将太   (明石城西・1)

 2:56.04

 50mバタフライ
山本　真大   (小野・2)

   27.85
大頭　幸翼   (加古川東・2)

   28.02
長谷川士朗   (社・1)

   28.65
福岡　　翼   (明石城西・2)

   29.08
松村　悠汰   (西脇・2)

   29.26
原　　優斗   (明石北・1)

   29.34

 100mバタフライ
寺田　亘伸   (加古川北・2)

 1:01.55
長谷川士朗   (社・1)

 1:02.52
上杉　透大   (明石城西・1)

 1:02.61
大頭　幸翼   (加古川東・2)

 1:03.60
松村　悠汰   (西脇・2)

 1:05.07
盛山　　遼   (明石城西・2)

 1:05.86

 200mバタフライ
松村　悠汰   (西脇・2)

 2:30.79
山本　純大   (県農・1)

 2:34.68
藤原　優真   (明石城西・2)

 2:35.17
溝尾　啓人   (明石城西・1)

 2:50.01
碓氷　凌大   (明石城西・2)

 3:00.39
立石　秀介   (加古川東・1)

 3:22.72

 200m個人メドレー
末光　勇翔   (明石・2)

 2:18.94
北井　洸太   (社・2)

 2:21.10
盛山　　遼   (明石城西・2)

 2:26.18
上杉　透大   (明石城西・1)

 2:26.20
福井駿太郎   (加古川東・1)

 2:40.84
坂本　　響   (加古川東・1)

 2:41.36

 400m個人メドレー
末光　勇翔   (明石・2)

 4:58.79
北井　洸太   (社・2)

 5:10.40
盛山　　遼   (明石城西・2)

 5:17.89
日下　大路   (加古川東・2)

 5:57.55
森本　哲平   (明石城西・1)

 5:57.98
寺尾　佳吾   (西脇・2)

 6:06.94

 800m　リ　レ　ー

明石城西
上杉　透大・上北　裕翔
津田　翔馬・南谷　研志

( 2:11.01)   8:31.43

明石北
樽屋　賢汰・山本　祥平

佐々木俊祐・馬場凜太朗
( 2:12.29)   8:39.62

明石清水
石塚　祐太・吉村　大翔
枦　　純真・谷塚　俊介

( 2:05.78)   8:54.45

加古川北
寺田　亘伸・黒木　志音
保田　朋樹・都染　拓真

( 2:01.25)   8:55.79

加古川西
宮路　悠生・喜多　陽亮
岡　　優志・武本　優志

( 2:12.98)   9:00.01

西脇
松村　悠汰・萩原　亮斗
吉田　悠成・土井　凜平

( 2:18.97)   9:15.04

 400mメドレーリレー

明石城西
南谷　研志・波越　泰志
上杉　透大・津田　翔馬

( 1:02.60)   4:12.83  大会新

明石北
山本　祥平・生亀由起彦
増田　湧真・樽屋　賢汰

( 1:04.58)   4:26.72

明石清水
浜田　優一・大森　葵琉
石塚　祐太・谷塚　俊介

( 1:13.59)   4:28.72

加古川東
坂本　　響・伊藤　　温
大頭　幸翼・髙橋　　航

( 1:14.71)   4:29.76

加古川西
宮路　悠生・岡　　優志
武本　優志・喜多　陽亮

( 1:13.38)   4:31.82

西脇
萩原　亮斗・桑村　浩輔
松村　悠汰・吉田　悠成

( 1:09.09)   4:35.38

男子の部 優　勝 準優勝 第３位 第４位 第５位 第６位

学 校 名 明石城西 明 石 北 加古川東 加古川西 西　　脇 明石清水

得　　　点 187 111 72 64 54 46

兵庫県立社高等学校学校プール（公認50M　８レーン）総合体育大会水泳競技大会　【男子】令和元年度東播地区高等学校



総合体育大会水泳競技大会　【女子】 2019/8/10-11

１　　　位 ２　　　位 ３　　　位 ４　　　位 ５　　　位 ６　　　位

  50m自由形
竹田　乙羽   (加古川北・2)

   29.22
今岡　綾音   (明石城西・2)

   29.47
菅野　百花   (加古川北・2)

   29.59
中谷　来夢   (社・2)

   29.69
山本　愛乃   (明石清水・2)

   29.81
福武　由花   (加古川東・1)

   29.81    5位

 100m自由形
竹田　乙羽   (加古川北・2)

 1:04.90
菅野　百花   (加古川北・2)

 1:05.18
中谷　来夢   (社・2)

 1:06.25
熱田　千遥   (加古川西・2)

 1:07.39
小林　千紘   (明石清水・1)

 1:07.74
玉井　晴菜   (社・1)

 1:08.22

 200m自由形
石田　実蕗   (明石清水・1)

 2:19.27
竹田　乙羽   (加古川北・2)

 2:21.80
菅野　百花   (加古川北・2)

 2:23.26
山本菜々美   (加古川北・1)

 2:24.04
筒井　真見   (加古川東・1)

 2:27.68
森本ひなた   (明石清水・2)

 2:28.50

 400m自由形
金丸こなつ   (加古川北・2)

 5:04.69
山本菜々美   (加古川北・1)

 5:06.94
熱田　千遥   (加古川西・2)

 5:10.05
森川　湖音   (西脇・2)

 5:12.29
筒井　真見   (加古川東・1)

 5:18.35
岸上　真珠   (明石城西・2)

 5:35.05

 800m自由形
金丸こなつ   (加古川北・2)

10:38.61
山本菜々美   (加古川北・1)

10:38.81
熱田　千遥   (加古川西・2)

10:44.91
森川　湖音   (西脇・2)

10:48.91
岸上　真珠   (明石城西・2)

11:29.23

 50m背泳ぎ
山下　菜月   (明石清水・1)

   33.23
川野　愛弥   (県農・2)

   34.83
前田　愛衣   (明石城西・2)

   35.23
今竹　彩菜   (加古川北・2)

   37.26
西脇　　萌   (加古川北・2)

   37.60
元木　綾乃   (明石城西・1)

   41.32

 100m背泳ぎ
末永　樹香   (加古川北・1)

 1:09.75
山下　菜月   (明石清水・1)

 1:12.06
岡　亜美香   (加古川西・2)

 1:14.43
川野　愛弥   (県農・2)

 1:14.76
藤岡めばえ   (明石北・2)

 1:15.07
前田　愛衣   (明石城西・2)

 1:16.55

 200m背泳ぎ
山下　菜月   (明石清水・1)

 2:32.92
末永　樹香   (加古川北・1)

 2:36.17
川野　愛弥   (県農・2)

 2:45.06
前田　愛衣   (明石城西・2)

 2:47.42
浦川莉里花   (西脇・2)

 2:53.41
西脇　　萌   (加古川北・2)

 3:04.66

 50m平泳ぎ
寺田　菜那   (明石城西・1)

   37.42
加藤　優佳   (三木北・2)

   37.54
有馬　鈴葉   (加古川西・3)

   38.70
谷口　日菜   (西脇工業・1)

   40.79
土屋　瑞月   (県農・1)

   43.47
島本　美咲   (加古川西・2)

   44.07

 100m平泳ぎ
寺田　菜那   (明石城西・1)

 1:22.50
有末　優羽   (高砂・1)

 1:26.48
都地　瞳美   (加古川東・1)

 1:27.20
有馬　那津   (加古川西・1)

 1:31.05
島本　美咲   (加古川西・2)

 1:32.73
野濵　奈佳   (加古川東・1)

 1:33.06

 200m平泳ぎ
寺田　菜那   (明石城西・1)

 2:58.85
有馬　那津   (加古川西・1)

 3:17.34
島本　美咲   (加古川西・2)

 3:20.75
土屋　瑞月   (県農・1)

 3:20.81
竹本　采加   (加古川東・2)

 3:28.35
小澤　杏実   (加古川東・1)

 4:58.78

 50mバタフライ
石田　実蕗   (明石清水・1)

   30.27
小林　千紘   (明石清水・1)

   31.54
今岡　綾音   (明石城西・2)

   31.64
三村　優奈   (小野・2)

   31.79
有馬　鈴葉   (加古川西・3)

   31.81
福武　由唯   (加古川東・1)

   32.03

 100mバタフライ
三村　優奈   (小野・2)

 1:10.48
福武　由唯   (加古川東・1)

 1:11.67
今岡　綾音   (明石城西・2)

 1:13.86
髙野　そら   (高砂・1)

 1:14.15
碓氷　遥花   (明石北・2)

 1:16.22
足立　果南   (西脇・2)

 1:18.37

 200mバタフライ
石田　実蕗   (明石清水・1)

 2:28.46
三村　優奈   (小野・2)

 2:46.35
岡　亜美香   (加古川西・2)

 2:46.39
福武　由唯   (加古川東・1)

 2:52.95
碓氷　遥花   (明石北・2)

 3:00.63
足立　果南   (西脇・2)

 3:11.03

 200m個人メドレー
有馬　鈴葉   (加古川西・3)

 2:36.10
末永　樹香   (加古川北・1)

 2:37.07
有末　優羽   (高砂・1)

 2:44.42
福武　由花   (加古川東・1)

 2:45.23
野濵　奈佳   (加古川東・1)

 2:50.88
浦川莉里花   (西脇・2)

 2:53.25

 400m個人メドレー
岡　亜美香   (加古川西・2)

 5:59.24
有馬　那津   (加古川西・1)

 6:14.75
西脇　　萌   (加古川北・2)

 6:35.51

 800m　リ　レ　ー

明石清水
森本ひなた・伊東　天音
山下　菜月・石田　実蕗

( 2:23.26)   9:23.27

加古川北
菅野　百花・山本菜々美
竹田　乙羽・金丸こなつ

( 2:22.19)   9:26.30

加古川東
野濵　奈佳・福武　由花
都地　瞳美・筒井　真見

( 2:29.34)   9:53.26

明石城西
寺田　菜那・前田　愛衣
今岡　綾音・岸上　真珠

( 2:26.55)   9:54.61

加古川西
島本　美咲・有馬　那津
熱田　千遥・岡　亜美香

( 2:48.85)  10:19.36

小野
三村　優奈・幸田　理惠
門林なつき・井上陽菜子

( 2:31.41)  10:20.31

 400mメドレーリレー

明石清水
山下　菜月・小林　千紘
石田　実蕗・森本ひなた

( 1:11.92)   4:58.23

加古川東
福武　由花・都地　瞳美
福武　由唯・筒井　真見

( 1:17.46)   5:01.68

明石城西
前田　愛衣・寺田　菜那
今岡　綾音・岸上　真珠

( 1:18.09)   5:04.04

加古川西
岡　亜美香・島本　美咲
有馬　鈴葉・熱田　千遥

( 1:15.10)   5:05.48

加古川北
末永　樹香・菅野　百花
竹田　乙羽・金丸こなつ

( 1:10.64)   5:06.24

小野
門林なつき・井上陽菜子
三村　優奈・幸田　理惠

( 1:19.68)   5:15.19

女子の部 優　勝 準優勝 第３位 第４位 第５位 第６位

学 校 名 加古川北 加古川西 明石清水 明石城西 加古川東 小　　野

得　　　点 140 105 102 91 87 38

兵庫県立社高等学校学校プール（公認50M　８レーン）令和元年度東播地区高等学校


