
平成22年度兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会       男子成績一覧表 

2010/05/09 ～ 2010/05/09

会場  平荘湖アクア交流館  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 樫木　勇太 高2 早川　大地 高2 林　　省吾 高3 長岡　正大 中2 坂本　昂樹 高2 清水　優磨 高1 阿部　　希 中1

50m 県立明石清水 マック加古川 県立明石清水 NSI南あわじ KONAMI明石 サンモール マック加古川

決勝 25.82 26.34 26.59 26.69 26.73 26.91 27.20

自由形 長谷川　開 高3 重村　　優 中1 渕田　　翔 高3 古橋　聡一 高2 小林　竜也 小6 長谷川雄大 中1 山本　知宏 中1

50m 県立明石清水 ＮＳＩ舞子 県立明石清水 県立明石清水 ニスポ小野 サンモール マック加古川

Ｂ決勝 27.63 27.90 28.52 28.74 29.96 30.43 31.22

自由形 早川　大地 高2 清水　優磨 高1 坂本　昂樹 高2 林　　省吾 高3 込山　尚哉 高3 海部　隼弥 高1 佐伯　義樹 中3

100m マック加古川 サンモール KONAMI明石 県立明石清水 県立明石清水 マック加古川 ＫＴＶ垂水

決勝 56.48 58.01 58.20 58.23 58.24 1:00.04 1:00.72

自由形 阪本清一郎 高3 長谷川　顕 高1 安倍　健登 高3 金山　強起 中3 込山　尚哉 高3 酒井　　健 中3 塩谷　純平 高1

200m ＫＴＶ垂水 KONAMI明石 ＫＴＶ垂水 KONAMI明石 県立明石清水 ＮＳＩパール マック加古川

決勝 1:57.17 1:57.46 1:57.92 2:04.37 2:05.92 2:06.07 2:06.33

自由形 阪本清一郎 高3 長谷川　顕 高1 安倍　健登 高3 金山　強起 中3 山野　誠司 高1 塩谷　純平 高1 酒井　　健 中3

400m ＫＴＶ垂水 KONAMI明石 ＫＴＶ垂水 KONAMI明石 サンモール マック加古川 ＮＳＩパール

タイム決勝 4:03.86 4:04.53 4:10.38 4:13.90 4:16.26 4:24.36 4:24.54

背泳ぎ 野川　直樹 高1 阿部　　希 中1 長谷川雄大 中1 角谷真波呂 小5 幌村　　曜 小3 岸本　昌志 小5

50m 県立明石清水 マック加古川 サンモール ニスポ津名 ナイスＳＰ ニスポ小野

決勝 29.21 30.38 33.38 36.57 38.18 40.34

(大会新)

背泳ぎ 野川　直樹 高1 大久保健太 中2

100m 県立明石清水 ナイスＳＰ

決勝 1:03.97 1:07.44

背泳ぎ 大久保健太 中2

200m ナイスＳＰ

決勝 2:26.97

平泳ぎ 木村　圭助 高2 樋口　竜也 高2 釣　優之介 中1 山本　知宏 中1 石山　能基 小6 福多　淳志 中1 西尾　太希 小4

50m 県立明石清水 県立明石清水 ＮＳＩ舞子 マック加古川 ニスポ小野 サンモール ＫＴＶ垂水

決勝 32.96 36.06 37.25 38.02 39.92 39.94 40.61

(J O)

平泳ぎ 木村　圭助 高2 笠松　稜司 中3 海部　隼弥 高1 樋口　竜也 高2 稲岡　宏陽 小5

100m 県立明石清水 ニスポ小野 マック加古川 県立明石清水 ニスポ小野

決勝 1:09.84 1:13.86 1:17.13 1:19.00 1:31.00
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平成22年度兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会       男子成績一覧表 

2010/05/09 ～ 2010/05/09
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   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

平泳ぎ 笠松　稜司 中3

200m ニスポ小野

決勝 2:35.38

バタフライ 藤本　直樹 高2 長岡　正大 中2 有近　友介 高2 大西　克生 中2 中村　魁人 小6 幌村　　曜 小3 大野　寛之 小6

50m サンモール NSI南あわじ サンモール サンモール KONAMI明石 ナイスＳＰ サンモール

決勝 27.52 27.83 29.25 29.72 32.09 33.69 33.82

(J O)

バタフライ 藤本　直樹 高2 有近　友介 高2 森山　詩稀 中1 大西　克生 中2 幌村　　尚 小6 寺田　弘剛 中1

100m サンモール サンモール KONAMI明石 サンモール ナイスＳＰ マック加古川

決勝 1:00.81 1:03.63 1:04.66 1:07.40 1:08.05 1:10.35

(J O)

個人メドレー 藤原　秀朗 中2 岸本　拓也 小6 野村　　奏 小6 大野　寛之 小6 石山　能基 小6 西尾　太希 小4 加藤　柊野 小5

200m ニスポ小野 ニスポ小野 マック加古川 サンモール ニスポ小野 ＫＴＶ垂水 ニスポ小野

決勝 2:13.14 2:31.09 2:36.21 2:37.66 2:43.91 2:46.24 2:46.35

(J O) (J O)

個人メドレー 藤原　秀朗 中2 大内　颯斗 高1

400m ニスポ小野 マック加古川

タイム決勝 4:40.47 5:06.65

(J O)

リレー マック加古川 ニスポ小野

200m 寺田　弘剛 中1 朝井　春都 小4

タイム決勝 鬮橋　優斗 小6 稲岡　宏陽 小5

野村　　奏 小6 中島　晋平 小5

羽田　大生 小5 加藤　柊野 小5

2:03.36 Fin. 2:09.32 Fin.

   27.63 1st.    33.63 1st.

リレー マック加古川 中

400m 阿部　　希 中1

タイム決勝 野村　　黎 中3

岡田　直也 中3

吉成　俊稀 中1

4:05.94 Fin.

   57.78 1st.
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2010/05/09 ～ 2010/05/09

会場  平荘湖アクア交流館  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 マック加古川 ニスポ小野

200m 野村　　奏 小6 中島　晋平 小5

タイム決勝 鬮橋　優斗 小6 稲岡　宏陽 小5

羽田　大生 小5 朝井　春都 小4

寺田　弘剛 中1 加藤　柊野 小5

2:23.51 Fin. 2:27.39 Fin.

   36.65 1st.    37.85 1st.
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平成22年度兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会       女子成績一覧表 

2010/05/09 ～ 2010/05/09

会場  平荘湖アクア交流館  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

自由形 松岡　弥玖 中1 山坂　瑞希 中2 古澤　　葵 高1 西尾裕里加 高1 坂　　莉奈 小6 小林　可奈 高2 多田　波華 小6

50m ニスポ津名 マック加古川 ＫＴＶ垂水 県立明石清水 NSI南あわじ 県立明石清水 KONAMI明石

決勝 28.87 29.34 29.57 29.92 30.60 31.62 31.99

自由形 廣田　紗弥 小6 池田　早紀 中3 中村　真実 高2 安川夏慎紀 小6 佐藤由未奈 小4 田村茉莉花 小6 三谷　優季 小6

50m マック加古川 NSI南あわじ 県立明石清水 ニスポ津名 ニスポ小野 ニスポ津名 ＫＴＶ垂水

Ｂ決勝 31.67 31.85 32.05 32.27 32.95 33.06 33.20

自由形 浦瀬　彩子 中3 山坂　瑞希 中2 松岡　弥玖 中1 梶原　友世 小6 中尾　　恵 小6 藤坂　　空 小6 森　奈津子 中3

100m ＫＴＶ垂水 マック加古川 ニスポ津名 マック加古川 ＫＴＶ垂水 ＫＴＶ垂水 ＫＴＶ垂水

決勝 1:01.58 1:01.64 1:02.83 1:05.69 1:05.92 1:06.05 1:07.45

自由形 浦瀬　彩子 中3 谷口　美希 中1 藤坂　　空 小6 梶原　友世 小6 山田　佳奈 中2 長谷川万輝 中2 中尾　　恵 小6

200m ＫＴＶ垂水 ＮＳＩパール ＫＴＶ垂水 マック加古川 KONAMI明石 KONAMI明石 ＫＴＶ垂水

決勝 2:12.08 2:15.98 2:18.76 2:20.73 2:21.37 2:21.48 2:23.20

自由形 谷口　美希 中1 岸田　紗依 中2 長谷川万輝 中2 中谷　友香 中1

400m ＮＳＩパール ＮＳＩパール KONAMI明石 KONAMI明石

タイム決勝 4:41.96 4:47.10 4:49.93 4:52.15

背泳ぎ 阪口　青空 中1 正中　美咲 小6 片山　萌子 高3 山口　友希 小5 石上　理恵 小5

50m マック加古川 マック加古川 ＫＴＶ垂水 ＮＳＩパール ニスポ津名

決勝 32.79 33.90 34.73 40.12 42.06

背泳ぎ 片山　萌子 高3 阪口　青空 中1 正中　美咲 小6

100m ＫＴＶ垂水 マック加古川 マック加古川

決勝 1:11.01 1:11.56 1:12.62

平泳ぎ 坂　　莉奈 小6 岡谷佑莉奈 中2 岩崎　真紀 小6 柳　　菜緒 小6 田村茉莉花 小6 片岡沙玖羅 小4 大西　李旺 小4

50m NSI南あわじ サンモール ＮＳＩ舞子 ＫＴＶ垂水 ニスポ津名 ニスポ津名 マック加古川

決勝 36.89 37.33 38.96 41.16 41.60 41.83 42.48

平泳ぎ 岸田　紗依 中2 岩崎　真紀 小6 岡谷佑莉奈 中2

100m ＮＳＩパール ＮＳＩ舞子 サンモール

決勝 1:21.02 1:22.56 1:22.67

平泳ぎ 築山　　望 高3

200m サンモール

決勝 2:40.13
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平成22年度兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会       女子成績一覧表 

2010/05/09 ～ 2010/05/09

会場  平荘湖アクア交流館  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 森　　里菜 小6 池田　早紀 中3 保地　佑香 小6 廣田　紗弥 小6

50m ＮＳＩ舞子 NSI南あわじ ニスポ津名 マック加古川

決勝 31.33 32.78 34.38 34.72

バタフライ 森　　里菜 小6

100m ＮＳＩ舞子

決勝 1:09.46

バタフライ 鍵谷　果那 高3

200m サンモール

決勝 2:25.72

個人メドレー 岡田　聖女 中2 中谷　友香 中1 熊野　綾香 中1 大西　李旺 小4 室井  うみ 小4 上田　万葉 小4

200m ニスポ小野 KONAMI明石 マック加古川 マック加古川 マック加古川 ＮＳＩパール

決勝 2:30.53 2:36.42 2:37.56 2:45.85 2:57.99 3:03.09

(J O)

個人メドレー 岡田　聖女 中2

400m ニスポ小野

タイム決勝 5:21.22

リレー マック加古川 マック加古川

200m 梶原　友世 小6 大西　李旺 小4

タイム決勝 正中　美咲 小6 松本　にこ 小5

廣田　紗弥 小6 米村　優香 小5

阪口　青空 中1 室井  うみ 小4

2:03.83 Fin. 2:16.85 Fin.

   30.51 1st.    32.13 1st.

メドレーリレー マック加古川

200m 阪口　青空 中1

タイム決勝 廣田　紗弥 小6

正中　美咲 小6

梶原　友世 小6

2:19.38 Fin.

   32.38 1st.
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