
2021年度 第89回 日本高等学校選手権水泳競技大会
長島京志郎くん 明石北高校 男子200m自由形

男子400m自由形
村上　汰晟くん 明石南高校 男子100m背泳ぎ ５位入賞

男子200m背泳ぎ ５位入賞
中嶌　楓花さん 明石城西高校 女子800m自由形 ８位入賞

第61回全国中学校水泳競技大会 千葉県　千葉国際水泳場
藤原　佳己くん 野々池中学校 男子200m自由形 ３位入賞

男子400m自由形 優　勝
野田　怜穏くん 大久保北中学校 男子100m平泳ぎ
木下　誠覇くん 魚住東中学校 男子50m自由形
大久保中学校 男子400mフリーリレー

加門　脩平くん 橋詰　蒼大くん
水田　大貴くん 森本　純矢くん

★ 第32回夏季オリンピック　東京2020大会　 東京アクアティクスセンター

小西　杏奈さん 日　　　本 女子100m背泳ぎ　　　　準決勝13位

（望海中学校卒） 女子400mメドレーリレー　　８位入賞

混合400mメドレーリレー　　予選９位

【これまでの優秀選手】

2019年度 第87回 日本高等学校選手権水泳競技大会
長島京志郎くん 明石北高校 男子200m自由形

男子400m自由形
村上　汰晟くん 明石南高校 男子200m背泳ぎ
長束　萌衣さん 明石清水高校 女子400m自由形

女子800m自由形

第59回全国中学校水泳競技大会 京都府　京都アクアリーナ
中島　楓花さん 大蔵中学校 女子400m自由形

女子800m自由形

2018年度 第58回全国中学校水泳競技大会 岡山県　倉敷児島マリンプール
長島京志郎くん 野々池中学校 男子200m自由形

男子400m自由形
重塚　　笙くん 大久保中学校 男子200m平泳ぎ
中島　楓花さん 大蔵中学校 女子400m自由形

女子800m自由形 ８位入賞

2017年度 第85回 日本高等学校選手権水泳競技大会
長束　萌衣さん 明石清水高校 女子800m自由形

第57回全国中学校水泳競技大会 鹿児島県　鴨池公園水泳プール
長島京志郎くん 野々池中学校 男子200m自由形

長野県　長野アクアウィング

これまでの　全国大会出場　優秀選手
　明石市水泳協会では、本年度

　　　　　日本高等学校選手権大会　及び　全国中学校体育大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に出場した選手を優秀選手として、その栄誉を讃えます。

宮城県セントラルスポーツ宮城G21プール

熊本県　アクアドームくまもと



2016年度 第56回全国中学校水泳競技大会 新潟県　ダイエープロビスフェニックス
長束　萌衣さん 朝霧中学校 女子800m自由形
野々池中学校 男子400mフリーリレー ８位入賞

西村　大和くん 平崎　翔太くん
藤原　大彰くん 井上　大空くん

2015年度 第55回全国中学校水泳競技大会 秋田県　県立総合プール

斉藤　　迅くん 朝霧中学校 男子100m平泳ぎ

男子200m平泳ぎ

西村　麻亜さん 魚住中学校 女子100mバタフライ ７位入賞

女子200mバタフライ 優　勝

魚住中学校 女子400mフリーリレー

西村　麻亜さん 筒井　優夏さん

吉冨　萌柚さん 信川　絢里さん

魚住中学校 女子400mメドレーリレー

筒井　優夏さん 西村　麻亜さん

吉冨　萌柚さん 信川　絢里さん

2014年度 第82回日本高等学校選手権水泳競技大会 千葉県　千葉国際水泳場
甲谷　直希くん 明石城西高校 男子100mバタフライ

第54回全国中学校水泳競技大会 高知県　くろしおアリーナ

斉藤　　迅くん 朝霧中学校 男子200m平泳ぎ

男子200m個人メドレー

朝霧中学校 男子400mフリーリレー

南谷　和志くん 樽屋　幸汰くん

山下　優史くん 斉藤　　迅くん

朝霧中学校 男子400mメドレーリレー

南谷　和志くん 斉藤　　迅くん

樽屋　幸汰くん 山下　優史くん

古畑　海生くん 野々池中学校 男子400m自由形
男子1500m自由形 ５位入賞

野々池中学校 男子400mフリーリレー
古畑　海生くん 井上　永遠くん
井上　大空くん 玉木　幹太くん

西村　麻亜さん 魚住中学校 女子100mバタフライ ６位入賞
魚住中学校 女子400mフリーリレー

信川　絢里さん 橘　　登子さん
吉冨　萌柚さん 西村　麻亜さん

魚住中学校 女子400mメドレーリレー
筒井　優夏さん 信川　絢里さん
西村　麻亜さん 橘　　登子さん

2013年度 第81回日本高等学校選手権水泳競技大会 長崎県　長崎市民総合プール

甲谷　直希くん 明石城西高校 男子200mバタフライ

第53回全国中学校水泳競技大会 静岡県　県立水泳場

南谷　明香さん 朝霧中学校 女子200mバタフライ ７位入賞

古畑　海生くん 野々池中学校 男子400m自由形

男子1500m自由形

西村　麻亜さん 魚住中学校 女子100mバタフライ



2012年度 第80回日本高等学校選手権水泳競技大会 新潟県　ダイエープロビスフェニックス
長谷川　顕くん 明石城西高校 男子400m自由形

男子1500m自由形

第52回全国中学校水泳競技大会 栃木県　小山市県立温水プール館

望海中学校 男子400mリレー

杭田　広人くん 沖田　志温くん

犬塚　涼司くん 衣笠　裕也くん

望海中学校 男子400mメドレーリレー　 ７位入賞

沖田　志温くん 杭田　広人くん

中村　魁人くん 犬塚　涼司くん

2011年度 第79回日本高等学校選手権水泳競技大会 岩手県　盛岡市立総合プール

長谷川　顕くん 明石城西高校 男子400m自由形

第51回全国中学校水泳競技大会 大阪府立門真スポーツセンター

小西　杏奈さん 望海中学校 女子100m背泳ぎ ３位入賞

2010年度 第78回日本高等学校選手権水泳競技大会 沖縄県　奥武山総合運動場
長谷川　顕くん 明石城西高校 男子1500m自由形

第50回全国中学校水泳競技大会 広島県　広島総合屋内水泳場
小西　杏奈さん 望海中学校 女子400m個人メドレー
望海中学校 女子400mリレー

重塚　　蒼さん 山田　里奈さん
小西　杏奈さん 松田　　愛さん

望海中学校 女子400mメドレーリレー
小西　杏奈さん 山田　里奈さん
重塚　　蒼さん 松田　　愛さん

2009年度 第49回全国中学校水泳競技大会 福岡県　県立総合プール　　　　　　　　　　

手塚　祐樹くん 朝霧中学校 男子200m個人メドレー ４位入賞

男子400m個人メドレー ３位入賞

小西　伶実さん 望海中学校 女子200m個人メドレー ６位入賞

女子400m個人メドレー

望海中学校 女子400mリレー ４位入賞

小西　伶実さん 沖田真優紀さん

小西　杏奈さん 藤永　瑛美さん

望海中学校 女子400mメドレーリレー

小西　杏奈さん 沖田真優紀さん

小西　伶実さん 藤永　瑛美さん
古畑　海里くん 野々池中学校 男子 50m自由形
長谷川　顕くん 大久保中学校 男子400m自由形

男子1500m自由形 ７位入賞

2008年度 第48回全国中学校水泳競技大会 新潟県　ダイエープロビスフェニックス
手塚　祐樹くん 朝霧中学校 男子200m個人メドレー

男子400m個人メドレー ５位入賞
田中　優真くん 高丘中学校 男子100mバタフライ

男子200mバタフライ
長谷川千歩さん 野々池中学校 女子200m自由形

女子400m自由形



2007年度 第75回日本高等学校選手権水泳競技大会 佐賀県　総合運動場水泳場
朝倉　一揮くん 明石北高校 男子200m個人メドレー

2004年度 第44回全国中学校水泳競技大会 神奈川県　横浜国際プール
鞍田　香奈さん 二見中学校 女子100mバタフライ ２位入賞

女子200mバタフライ 優　勝

2002年度 第42回全国中学校水泳競技大会 大阪府　門真スポーツセンター
二見中学校 男子400mリレー

大里健志朗くん 目黒建志郎くん
福栄　孝輔くん 堤　　　晃一くん

2001年度 第41回全国中学校水泳競技大会 鳥取県　米子市営東山水泳場
二見中学校 学校対抗男子総合 ３　　位
今井　規彦くん 二見中学校 男子100m背泳ぎ ６位入賞
井上　真豪くん 二見中学校 男子400m個人メドレー ４位入賞
二見中学校 男子400mリレー ３位入賞

今井　規彦くん 目黒建志郎くん
大里健志朗くん 井上　真豪くん

二見中学校 男子400mメドレーリレー ４位入賞
今井　規彦くん 井上　真豪くん
福栄　孝輔くん 目黒建志郎くん

2000年度 第40回全国中学校水泳競技大会 熊本県　アクアドームくまもと
二見中学校 男子400mメドレーリレー ２位入賞

今井　規彦くん 渡辺　　　雅くん
井上　真豪くん 佐久間康太くん

1998年度 第38回全国中学校水泳競技大会
二見中学校 学校対抗男子総合 ３　　位
平郡　繁樹くん 二見中学校 男子200m自由形

男子400m自由形
二見中学校 男子400mリレー ４位入賞

渡辺　　洋くん 井上　賀文くん
神谷　健太くん 平郡　繁樹くん

二見中学校 男子400mメドレーリレー ６位入賞
平郡　繁樹くん 神谷　健太くん
渡辺　　洋くん 井上　賀文くん

1997年度 第65回日本高等学校選手権水泳競技大会
深瀬　章文くん 明石南高校 男子400m自由形

男子1500m自由形
中谷　信博くん 明石南高校 男子200m平泳ぎ

第37回全国中学校水泳競技大会
二見中学校 男子400mリレー

神谷　健太くん 井上　賀文くん
大西　正毅くん 平郡　繁樹くん

二見中学校 男子400mメドレーリレー ６位入賞
大西　正毅くん 永井　徳享くん
渡辺　　洋くん 平郡　繁樹くん

宮城県　宮城グランデ21

京都府　山城総合運動公園

香川県　県立総合水泳プール



1996年度 第36回全国中学校水泳競技大会
中谷　信博くん 衣川中学校 男子200m平泳ぎ ７位入賞
二見中学校 男子400mメドレーリレー

大西　健剛くん 佐久間健太くん
平郡　繁樹くん 松本　浩樹くん

1995年度 第63回日本高等学校選手権水泳競技大会
三宅　聖代さん 明石南高校 女子400m自由形
長谷　愛子さん 明石南高校 女子100m背泳ぎ ６位入賞

女子200m背泳ぎ

第35回全国中学校水泳競技大会
岡田　雄志くん 朝霧中学校 男子 50m自由形
中谷　信博くん 衣川中学校 男子200m平泳ぎ
渡辺　 　敬くん 二見中学校 男子100mバタフライ

男子200mバタフライ ７位入賞
朝霧中学校 男子400mメドレーリレー

岡田　雄志くん 花岡　大介くん
平井　　真くん 秋丸　慎一くん

二見中学校 男子400mリレー
中西　裕和くん 松本　浩樹くん
大西　健剛くん 渡辺 　　敬くん

二見中学校 男子400mメドレーリレー 8位入賞
大西　健剛くん 肘井　拓史くん
渡辺 　　敬くん 中西　裕和くん

1994年度 第62回日本高等学校選手権水泳競技大会
三宅　聖代さん 明石南高校 女子400m自由形

女子800m自由形
長谷　愛子さん 明石南高校 女子100m背泳ぎ

女子200m背泳ぎ

第34回全国中学校水泳競技大会
野々池中学校 学校対抗男子総合 準優勝
浜本　拓磨くん 野々池中学校 男子100mバタフライ ３位入賞
野々池中学校 男子400mリレー ２位入賞

浜本　拓磨くん 光森　大恵くん
深瀬　章文くん 下垣龍一郎くん

野々池中学校 男子400mメドレーリレー ２位入賞
光森　大恵くん 下垣龍一郎くん
浜本　拓磨くん 深瀬　章文くん

田中　良太くん 大蔵中学校 男子100m自由形
男子200m自由形 ２位入賞

二見中学校 男子400mメドレーリレー ７位入賞
灘尾　岳人くん 肘井　拓史くん
渡辺 　　敬くん 大西　大悟くん

大西　利枝さん 二見中学校 女子 50m自由形 ６位入賞

過年度の優秀選手を順次拡大掲載致します　　　明石市水泳協会

静岡県　県立水泳場

東京都　東京辰巳国際水泳場

鳥取県　米子市営東山水泳場

富山県　県立高岡総合プール

北海道　野幌総合運動公園プール


