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 2006/05/07 ～ 2006/05/07

 会場  神戸市立かるもプール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 須賀　大輔 高3 鎌倉　雅人 高3 井角　勇貴 高3 山田　翔太 高2 豊島　正士 高2 大森　基載 高1 杉森　友哉 高1

100m 市立尼崎高校 市立尼崎高校 仁川学院高校 アルゴＳＳ 明石南 本山ＳＳ ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ

54.39 55.24 56.79 57.11 57.31 58.60 1:00.35

自由形 和氣　正幸 高2 太田　　翼 中2 尾﨑　大輝 高1 撫　　大輔 高1 源　　元気 高3 西村　友佑 高3 山田　翔太 高2

200m 市立尼崎高校 アルゴＳＳ ＳＵＮ山崎 市立尼崎高校 ＳＵＮ山崎 三田学園 アルゴＳＳ

1:57.66 2:05.23 2:05.29 2:05.65 2:05.85 2:06.91 2:07.48

自由形 和氣　正幸 高2 尾﨑　隆太 中1 濱田　昌希 高2 撫　　大輔 高1 三木　良太 中2 松本　　賢 中3 中西　志雄 中2

400m 市立尼崎高校 ＳＵＮ山崎 ヒラＳＳ 市立尼崎高校 姫路スポーツ 姫路スポーツ 姫路スポーツ

4:08.44 4:21.85 4:24.63 4:24.75 4:30.61 4:30.81 4:32.76

(J O)

自由形 須賀　大輔 高3 奥屋憲海智 高3 鎌倉　雅人 高3 松本　遼哉 高2 前澤　　拓 高3 黒坂　忠亮 高2 大西　勝真 高1

50m 市立尼崎高校 明石城西高校 市立尼崎高校 洲本ＳＰ 上郡ＳＳ 仁川学院高校 市立尼崎高校

25.18 25.42 25.92 26.50 26.55 26.83 27.53

背泳ぎ 天野　　翼 高2 橋爪　久司 中3 高瀬晋太郎 中2 鎌倉　友樹 中3 笹原　健嗣 高2 杏橋　　遵 中1 有坂　悠土 小5

100m 市立尼崎高校 イトマン西神 イトマン西神 立花 六甲アイ高 イトマン西神 ＳＵＮ山崎

1:02.74 1:03.27 1:03.67 1:05.92 1:07.70 1:09.16 1:14.72

背泳ぎ 土井　大輔 中3 長藤　繁樹 高3 天野　　翼 高2 橋爪　久司 中3 豊島　正士 高2 尾﨑　隆太 中1 鎌倉　友樹 中3

200m イトマン西神 市立尼崎高校 市立尼崎高校 イトマン西神 明石南 ＳＵＮ山崎 立花

2:10.07 2:11.01 2:13.10 2:17.17 2:20.50 2:24.14 2:27.58

(J O)

背泳ぎ 奥屋憲海智 高3 松本　遼哉 高2 高瀬晋太郎 中2 笹原　健嗣 高2 杏橋　　遵 中1 梅澤　涼太 小6 六代　翔也 中1

50m 明石城西高校 洲本ＳＰ イトマン西神 六甲アイ高 イトマン西神 本山ＳＳ ＳＵＮ姫路

29.67 29.87 29.92 30.53 31.95 32.90 34.67

(J O)

平泳ぎ 吉本章一郎 中3 竹中　元紀 高3 西田　周平 中1 山田　貴大 中2 梅澤　瑞貴 中2 岡本　大介 中1 児玉　雄二 小6

100m 尼崎市スポ振 明石南 エスポワＳＳ 姫路スポーツ 本山ＳＳ 本山ＳＳ イトマン西神

1:11.99 1:13.03 1:15.14 1:15.36 1:17.79 1:18.70 1:20.63

平泳ぎ 竹中　元紀 高3 梅澤　瑞貴 中2

200m 明石南 本山ＳＳ

2:39.50 2:53.25

平泳ぎ 吉本章一郎 中3 岡本　大介 中1 児玉　雄二 小6 梅元健太郎 高3 隅田正太郎 小6 南　　龍侍 小6 赤井　　晨 小5

50m 尼崎市スポ振 本山ＳＳ イトマン西神 六甲アイ高 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ イトマン西神 姫路スポーツ

32.68 35.73 36.66 38.69 39.08 39.42 39.56

(J O) (J O)
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 2006/05/07 ～ 2006/05/07

 会場  神戸市立かるもプール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

バタフライ 柴田　翔汰 中3 松井　裕也 高3 松本　雄大 高1 堀川　淳司 高3 山野　宏樹 中3 尾崎遼太郎 中1 八木　良樹 中1

100m サンモール 市立尼崎高校 サンモール 市立尼崎高校 サンモール エスポワＳＳ 姫路スポーツ

59.56 59.79 1:00.88 1:01.04 1:04.70 1:08.51 1:13.94

(J O)

バタフライ 松井　裕也 高3 柴田　翔汰 中3 松本　雄大 高1 中西　志雄 中2

200m 市立尼崎高校 サンモール サンモール 姫路スポーツ

2:06.44 2:10.46 2:18.21 2:25.80

(J O)

バタフライ 堀川　淳司 高3 藤本　直樹 中1 栗田　裕亮 高3 有近　友介 中1 八木　良樹 中1 番園　雅矢 中1 東島　徹郎 小5

50m 市立尼崎高校 サンモール 三田学園 サンモール 姫路スポーツ 尼崎市スポ振 KONAMI西宮

27.16 30.39 30.58 32.42 33.44 33.86 35.29

個人メドレー 堤　　貴大 中2 鈴木明日希 高1 源　　元気 高3 杉森　友哉 高1 山田　貴大 中2 大西　大樹 中1 伊藤　大貴 小6

200m イトマン西神 ＮＩＳＰＯ ＳＵＮ山崎 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ 姫路スポーツ 尼崎市スポ振 イトマン川西

2:17.27 2:19.07 2:20.46 2:22.11 2:27.91 2:29.34 2:30.90

(J O) (J O)

個人メドレー 長藤　繁樹 高3 土井　大輔 中3 堤　　貴大 中2 太田　　翼 中2 尾﨑　大輝 高1 寶官　大貴 中1

400m 市立尼崎高校 イトマン西神 イトマン西神 アルゴＳＳ ＳＵＮ山崎 ＮＩＳＰＯ

4:40.60 4:40.73 4:50.21 4:53.48 4:58.09 5:12.69

(J O) (J O) (J O)

リレー 仁川学院高校 高 六甲アイ高 高

400m 天野　大輝 高2 奥野　　零 高3

井角　勇貴 高3 笹原　健嗣 高2

黒坂　忠亮 高2 岡部　圭悟 高3

西條　友昭 高2 関原　良介 高2

3:51.63 4:01.80

メドレーリレー イトマン西神 イトマン西神

200m 植田荘一郎 小6 高瀬大史郎 小4

児玉　雄二 小6 吉見　武尊 小4

楠原　達樹 中1 川内　健世 小4

白川　謙大 小6 黒田　圭汰 小5

2:11.66 2:30.70

メドレーリレー イトマン西神 中 六甲アイ高 高

400m 橋爪　久司 中3 笹原　健嗣 高2

堤　　貴大 中2 梅元健太郎 高3

土井　大輔 中3 岡部　圭悟 高3

高瀬晋太郎 中2 奥野　　零 高3

4:13.44 4:40.36

(大会新)
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 2006/05/07 ～ 2006/05/07

 会場  神戸市立かるもプール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 小西　希沙 高3 吉谷佳奈子 高1 池田　千春 中1 荊尾　真衣 高3 大崎　幸香 高1 藤田　　望 高3 丸岡　礼佳 高1

100m 市立尼崎高校 市立尼崎高校 エスポワＳＳ サンモール 上郡ＳＳ 六甲アイ高 市立尼崎高校

1:01.46 1:02.11 1:03.62 1:04.15 1:04.54 1:04.63 1:05.25

自由形 尾崎　智恵 高2 幸内　美樹 高1 井上　愛美 高1 吉谷佳奈子 高1 赤間江里佳 中1 金井　萌香 中1 田中　亜依 中2

200m 市立尼崎高校 ＮＩＳＰＯ 市立尼崎高校 市立尼崎高校 イトマン西神 イトマン川西 アルゴＳＳ

2:08.58 2:09.18 2:11.77 2:13.13 2:13.54 2:14.10 2:14.86

自由形 尾崎　智恵 高2 幸内　美樹 高1 井上　愛美 高1 中塚　梨沙 高1 池内　寛子 高2 永岡　里彩 中2 林　　莉玖 高1

400m 市立尼崎高校 ＮＩＳＰＯ 市立尼崎高校 Ｎａｌｌ 市立尼崎高校 イトマン川西 市立尼崎高校

4:27.60 4:32.82 4:33.42 4:37.15 4:37.19 4:39.30 4:44.20

自由形 小西　希沙 高3 荊尾　真衣 高3 稲継　恵梨 中2 井野美沙季 小6 大崎　幸香 高1 池田　千春 中1 藤田　　望 高3

50m 市立尼崎高校 サンモール アルゴＳＳ 姫路スポーツ 上郡ＳＳ エスポワＳＳ 六甲アイ高

28.05 29.56 29.61 29.67 29.73 29.81 30.03

背泳ぎ 大原　　彩 高1 勝見　英里 高2 市場　　愛 高3 竹田　有希 中3 東　紗英香 中2 竹田　晴香 小6 潮崎　菜月 小6

100m 市立尼崎高校 市立尼崎高校 市立尼崎高校 立花 ル・神戸 イトマン西神 イトマン西神

1:04.94 1:05.22 1:06.13 1:08.55 1:09.09 1:10.46 1:12.07

背泳ぎ 勝見　英里 高2 市場　　愛 高3 大原　　彩 高1 中塚　　望 中2 永井友梨絵 高2 竹田　有希 中3 永岡　里彩 中2

200m 市立尼崎高校 市立尼崎高校 市立尼崎高校 Ｎａｌｌ ＮＩＳＰＯ 立花 イトマン川西

2:17.63 2:18.50 2:18.93 2:20.51 2:21.17 2:23.43 2:29.78

(J O)

背泳ぎ 東　紗英香 中2 竹田　晴香 小6 潮崎　菜月 小6 藤川　美来 高2 川ノ上桃佳 小6 岩谷　優里 小6 森本　真央 中1

50m ル・神戸 イトマン西神 イトマン西神 六甲アイ高 ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ イトマン西神 サンモール

31.95 32.14 33.56 33.98 34.53 35.11 35.21

平泳ぎ 竹内　　綾 高2 小塩　裕香 高1 西澤　安奈 高2 築山　　望 中2 本庄彩紗美 中2 岡田　佳子 中1 谷口　綾音 中2

100m 市立尼崎高校 市立尼崎高校 Ｎａｌｌ サンモール 姫路スポーツ イトマン西神 イトマン川西

1:13.84 1:16.51 1:17.12 1:17.37 1:18.26 1:20.25 1:21.78

平泳ぎ 小塩　裕香 高1 西澤　安奈 高2 馬場　宏子 中1 谷口　綾音 中2 竹内　　綾 高2

200m 市立尼崎高校 Ｎａｌｌ イトマン川西 イトマン川西 市立尼崎高校

2:41.13 2:43.44 2:45.43 2:50.94 2:51.62

平泳ぎ 築山　　望 中2 岡田　佳子 中1 日下部絢美 小6 段野　史佳 中1 赤井　千尋 中1 山羽　紗代 小6

50m サンモール イトマン西神 エスポワＳＳ ＮＩＳＰＯ 姫路スポーツ ｸﾞﾝｾﾞｽﾎﾟｰﾂ

35.55 36.52 37.50 38.08 39.53 40.06

(J O)
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 2006/05/07 ～ 2006/05/07

 会場  神戸市立かるもプール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

バタフライ 鞍田　奈緒 高2 中谷友里花 中2 藤原　えみ 中3 片岡　瑞希 中2 鍵谷　果那 中2 藤原　あや 高3 三木美加子 中1

100m 市立尼崎高校 イトマン西神 立花 ＮＩＳＰＯ サンモール 市立尼崎高校 姫路スポーツ

1:05.19 1:06.15 1:07.52 1:08.18 1:08.27 1:08.85 1:09.29

バタフライ 鞍田　奈緒 高2 中谷友里花 中2 藤原　あや 高3 木村　千穂 中1 藤原　えみ 中3 植田　　萌 高1

200m 市立尼崎高校 イトマン西神 市立尼崎高校 ＮＩＳＰＯ 立花 ＮＩＳＰＯ

2:21.91 2:23.27 2:23.74 2:23.90 2:29.53 2:29.53

(J O) (同5位)

バタフライ 鍵谷　果那 中2 赤間江里佳 中1 三木美加子 中1 杉岡　珠璃 中1 土居　遠美 中1 矢田　彩果 中2 早崎瑛里菜 小5

50m サンモール イトマン西神 姫路スポーツ サンモール ＳＵＮ山崎 上郡ＳＳ エスポワＳＳ

31.22 31.38 31.43 31.90 32.12 33.99 35.12

個人メドレー 瀬津佳名子 高1 梶川　朋子 高1 木村　千穂 中1 岡本千代恵 中1 井上由美子 高2 田中　亜依 中2 渋谷　笑子 中1

200m 市立尼崎高校 ＮＩＳＰＯ ＮＩＳＰＯ イトマン西神 サンモール アルゴＳＳ エスポワＳＳ

2:21.68 2:28.03 2:28.68 2:29.01 2:29.30 2:29.41 2:29.54

(J O) (J O) (J O)

個人メドレー 中塚　　望 中2 瀬津佳名子 高1 永井友梨絵 高2 片岡　菜摘 中1 渋谷　笑子 中1 梶川　朋子 高1 馬場　宏子 中1

400m Ｎａｌｌ 市立尼崎高校 ＮＩＳＰＯ ＮＩＳＰＯ エスポワＳＳ ＮＩＳＰＯ イトマン川西

4:51.45 4:59.35 5:09.42 5:12.10 5:13.01 5:14.89 5:15.31

(大会新)

リレー 本山ＳＳ

200m 香東依里香 小6

藤本　真美 中1

平石　桃子 小6

森田望奈未 小6

2:12.88

リレー 六甲アイ高 高

400m 藤田　　望 高3

藤川　美来 高2

毛利　舞子 高2

田渕さおり 高2

4:33.20

メドレーリレー イトマン西神 本山ＳＳ イトマン西神

200m 竹田　晴香 小6 平石　桃子 小6 竹田　佑香 小4

岡田　佳子 中1 森田望奈未 小6 太田　愛子 小3

赤間江里佳 中1 香東依里香 小6 小迎森美帆 小4

垣添　麻結 小6 藤本　真美 中1 広岡　有紗 小4

2:08.52 2:26.18 2:36.55

(J O)
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 2006/05/07 ～ 2006/05/07

 会場  神戸市立かるもプール   学校・学年印字   

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

メドレーリレー 六甲アイ高 高

400m 藤川　美来 高2

藤田　　望 高3

毛利　舞子 高2

田渕さおり 高2

5:08.16
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