
平成29年度兵庫県夏季公式記録会                         男子成績一覧表 

2017/06/03 ～ 2017/06/04

会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 大崎　達也 高3 重本孝太郎 中3 髙須賀　隼 高2 生田　敦嗣 高3 友武　　涼 高3 三野　　漠 高2 三木　飛翔 高2 門口　泰我 高1

50m 滝川高校 ＪＳＳ三木 塚口ＳＳ 市川高校 コナミ三田 市川高校 ＳＵＮ網干 和歌山北高校

タイム決勝 24.46 24.79 24.81 24.88 24.92 24.94 25.36 25.42

自由形 澁谷　鉄人 大1 福田　裕輝 高3 豊福　啓太 高3 塚本　康介 高2 槙山　陽稀 高2 森田　幸佑 高3 信田　涼介 高2 髙須賀　隼 高2

100m ＮＳＩ ＮＳＩ 市立尼崎高校 県立赤穂高校 市立尼崎高校 姫路スポーツ コナミ東加古 塚口ＳＳ

タイム決勝 52.11 53.81 54.14 54.24 54.30 54.81 55.04 55.16

自由形 澁谷　鉄人 大1 友武　　涼 高3 福田　裕輝 高3 豊福　啓太 高3 芳田　拓海 高3 森田　幸佑 高3 槙山　陽稀 高2 佐々木亜留 高3

200m ＮＳＩ コナミ三田 ＮＳＩ 市立尼崎高校 市立尼崎高校 姫路スポーツ 市立尼崎高校 姫路商業高校

タイム決勝 1:52.56 1:53.79 1:55.97 1:56.76 1:56.85 1:57.52 1:58.27 1:58.75

自由形 芳田　拓海 高3 福田　裕輝 高3 吉田　尚悟 高2 佐々木亜留 高3 林　　　学 高3 森田　幸佑 高3 小林　亮太 高2 高木　　陸 中1

400m 市立尼崎高校 ＮＳＩ ＳＵＮ加西 姫路商業高校 市立尼崎高校 姫路スポーツ 県立舞子高校 ＫＴＶ豊中

タイム決勝 4:06.35 4:10.14 4:13.78 4:15.27 4:15.29 4:15.53 4:15.70 4:15.98

自由形 吉田　尚悟 高2 上元　郁弥 中3 小林　亮太 高2 高木　　陸 中1 大倉　瑞輝 中2 岡　　謙佑 中2 大門　慶悟 中3 平山　　駿 中3

1500m ＳＵＮ加西 こうでら 県立舞子高校 ＫＴＶ豊中 姫路スポーツ ＳＵＮ加西 尼崎ＳＳ ｲﾄﾏﾝ西神戸

タイム決勝 16:29.95 Fin. 16:53.96 Fin. 16:54.29 Fin. 16:55.92 Fin. 16:59.29 Fin. 17:00.44 Fin. 17:02.29 Fin. 17:03.52 Fin.

 8:45.92 800  9:01.44 800  9:01.21 800  8:57.79 800  9:01.56 800  8:58.50 800  9:03.76 800  9:07.71 800

背泳ぎ 田中　瑛都 高2 岡原　壮太 中3 高須加大和 高2 黒塚　圭人 高3 前田　駿太 中2 大畑　　元 高2 赤坂　太成 中2 小島　慎也 高2

50m 塚口ＳＳ ＮＳＩ 市立尼崎高校 県立御影高校 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 明石清水高校 イトマン西神 三田松聖高校

タイム決勝 27.99 28.96 29.01 29.24 29.54 29.57 29.60 30.41

背泳ぎ 藤田　紘希 高3 松本　拓也 高3 西垣　祐輝 高1 高須加大和 高2 岡原　壮太 中3 田中　瑛都 高2 前田　駿太 中2 黒塚　圭人 高3

100m 市川高校 塚口ＳＳ イトマン川西 市立尼崎高校 ＮＳＩ 塚口ＳＳ ﾙﾈｻﾝｽ神戸 県立御影高校

タイム決勝 58.75 1:00.68 1:01.15 1:01.48 1:01.49 1:01.50 1:02.11 1:02.40

(JOC)

背泳ぎ 尾﨑　隆太 松本　拓也 高3 大畑　　元 高2 高須加大和 高2 田中　瑛都 高2 赤坂　太成 中2 黒塚　圭人 高3 岡原　壮太 中3

200m ＳＵＮ姫路 塚口ＳＳ 明石清水高校 市立尼崎高校 塚口ＳＳ イトマン西神 県立御影高校 ＮＳＩ

タイム決勝 2:06.24 2:11.93 2:13.27 2:14.48 2:14.76 2:15.98 2:17.45 2:18.27

(JOC)

平泳ぎ 髙須賀　隼 高2 豊山　敦星 中3 山本　剛矢 高3 湯口　勝也 高3 相原　唯人 高3 辻本　晃誠 高1 森　　勇人 高3 三木　飛翔 高2

50m 塚口ＳＳ 塚口ＳＳ ＮＳＩ 県立星陵高校 市川洗心館 兵庫工業高校 ＪＳＳ三木 ＳＵＮ網干

タイム決勝 29.67 30.83 30.85 30.97 31.08 31.43 31.54 31.93
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平成29年度兵庫県夏季公式記録会                         男子成績一覧表 

2017/06/03 ～ 2017/06/04

会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

平泳ぎ 井上　賢斗 高2 薬師　幸輝 高3 湯口　勝也 高3 斉藤　　迅 高2 岸田　晃祐 高3 谷水輝一朗 高2 伊藤　陸人 高1 山本　剛矢 高3

100m 姫路スポーツ ＪＳＳ三木 県立星陵高校 ｲﾄﾏﾝ西神戸 イトマン西神 市川高校 イトマン川西 ＮＳＩ

タイム決勝 1:05.01 1:06.66 1:06.66 1:07.09 1:07.50 1:07.97 1:08.03 1:08.07

(同2位)

平泳ぎ 井上　賢斗 高2 薬師　幸輝 高3 斉藤　　迅 高2 重塚　　笙 中2 武本　航志 中1 八木　大輝 中3 山田　優太 高3 江副　澪音 中2

200m 姫路スポーツ ＪＳＳ三木 ｲﾄﾏﾝ西神戸 コナミ西宮 MacS加古川 塚口ＳＳ 姫路商業高校 ＮＳＩパール

タイム決勝 2:20.93 2:21.44 2:21.63 2:27.31 2:27.91 2:27.97 2:28.87 2:30.74

バタフライ 重本孝太郎 中3 大崎　達也 高3 三艸　秀汰 高3 河村　流生 高2 高見　空我 高2 大音　　瑛 高3 養老奎二郎 高2 永田　創士 高2

50m ＪＳＳ三木 滝川高校 赤穂ＳＳ 三田松聖高校 姫路商業高校 滝川高校 ＪＳＳ三木 ＰＳＫ

タイム決勝 25.86 26.54 26.61 27.52 27.92 28.20 28.35 28.36

バタフライ 塚本　康介 高2 重本孝太郎 中3 大崎　達也 高3 三木　豪人 高3 岸田　晃祐 高3 三艸　秀汰 高3 吉田　尚悟 高2 芳田　拓海 高3

100m 県立赤穂高校 ＪＳＳ三木 滝川高校 ＮＳＩ イトマン西神 赤穂ＳＳ ＳＵＮ加西 市立尼崎高校

タイム決勝 55.98 57.15 57.50 58.43 58.96 59.03 59.23 59.32

バタフライ 尾﨑　隆太 澁谷　鉄人 大1 土塔　悟司 高3 上西　　大 高2 山田　翔太 高3 是兼　拓真 高3 吉田　尚悟 高2 木寅　友之 高3

200m ＳＵＮ姫路 ＮＳＩ ＳＵＮ網干 和歌山北高校 市立尼崎高校 赤穂ＳＳ ＳＵＮ加西 塚口ＳＳ

タイム決勝 2:01.49 2:03.29 2:08.25 2:08.33 2:08.47 2:11.41 2:11.44 2:11.79

個人メドレー 尾﨑　隆太 澁谷　鉄人 大1 堀　　敬貴 高2 岸田　晃祐 高3 槙山　陽稀 高2 斉藤　　迅 高2 牟田　昇平 高3 柴田　和樹 高3

200m ＳＵＮ姫路 ＮＳＩ 姫路商業高校 イトマン西神 市立尼崎高校 ｲﾄﾏﾝ西神戸 コナミ三田 ＧＵＮＺＥ

タイム決勝 2:05.17 2:07.23 2:12.02 2:12.29 2:12.56 2:12.81 2:13.27 2:14.37

個人メドレー 岸田　晃祐 高3 牟田　昇平 高3 柴田　和樹 高3 小峯　輝羅 中1 上田隆ノ介 高2 堀　　敬貴 高2 楠田　将也 高1 石﨑　夏音 高1

400m イトマン西神 コナミ三田 ＧＵＮＺＥ ＳＵＮ網干 ＳＵＮ網干 姫路商業高校 市川高校 姫路ＳＳ

タイム決勝 4:38.92 4:41.34 4:48.61 4:49.67 4:49.74 4:52.54 4:53.35 4:54.04

リレー コナミ明石 C ｲﾄﾏﾝ西神戸 C コナミ西宮 C 姫路スポーツ C 塚口ＳＳ C コナミ東加古 C ＪＳＳ宝塚 C BIG-S姫路 C

200m 塩谷　　陽 小6 洲﨑　透真 小6 山下　諒馬 中1 木南　綾人 小6 吉田　貴範 小6 橘　　壱晟 小6 中西　　奏 中1 縄田　颯悟 小6

タイム決勝 原田　壮大 小6 斉藤　　瑛 小6 古田　　結 中1 中浦　光紀 小6 登　　飛瑛 小5 黒橋　海光 小5 中道　涼聖 小6 石丸　椋太 小6

村上　柚希 中1 屋村　優斗 小6 勝部　太陽 小6 藤田康太郎 小6 玉村颯一朗 小6 森本　純矢 小5 株元　智久 小6 三浦　佑太 小6

末光　唯楓 中1 藤澤　明輝 小6 大石　　快 小6 大倉　凜佑 小5 今井　奏良 小6 大野耕一朗 中1 村木　　力 中1 飯冨　伊織 小6

1:56.31 Fin. 1:58.79 Fin. 2:01.62 Fin. 2:01.96 Fin. 2:02.38 Fin. 2:05.19 Fin. 2:05.20 Fin. 2:08.31 Fin.

   30.99 1st.    28.68 1st.    29.30 1st.    29.76 1st.    29.63 1st.    30.76 1st.    30.50 1st.    31.68 1st.

2017/06/04 23:36:08 SEIKO Swimming Results System  2 / 3ページ



平成29年度兵庫県夏季公式記録会                         男子成績一覧表 

2017/06/03 ～ 2017/06/04

会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

リレー 姫路商業高校 CS高 県立舞子高校 CS高 塚口ＳＳ D 中 市立尼崎高校 CS高 市立尼崎高校 CS高 明石清水高校 CS高 明石城西高校 CS高 県立星陵高校 CS高

400m 堀　　敬貴 高2 芝本　夕海 高3 松本　　陸 中3 林　　　学 高3 山田　翔太 高3 大畑　　元 高2 道林　正太 高3 松原　快克 高2

タイム決勝 佐々木亜留 高3 石井　佳月 高2 豊山　敦星 中3 高須加大和 高2 豊福　啓太 高3 山本　貴由 高3 藤田　凌輔 高2 池田康太郎 高1

尾林　朝陽 高2 小林　亮太 高2 八木　大輝 中3 井上　永遠 高3 十田　一輝 高1 幸王　郁斗 高2 古林　澪旺 高3 湯口　勝也 高3

高見　空我 高2 若松龍之介 高3 川越　悠河 中2 豊永　悠祐 高2 的場　統也 高2 羽田　大生 高3 川﨑　逸生 高1 丸山　達也 高2

3:42.22 Fin. 3:46.27 Fin. 3:47.53 Fin. 3:47.54 Fin. 3:47.66 Fin. 3:49.67 Fin. 3:51.81 Fin. 3:52.15 Fin.

   53.94 1st.    56.48 1st.    56.41 1st.    56.12 1st.    55.57 1st.    56.05 1st.    55.95 1st.    58.15 1st.

メドレーリレー ｲﾄﾏﾝ西神戸 C 塚口ＳＳ C 姫路スポーツ C コナミ西宮 C ＪＳＳ宝塚 C ＪＳＳ姫路 C コナミ明石 B BIG-S姫路 C

200m 斉藤　　瑛 小6 登　　飛瑛 小5 大倉　凜佑 小5 勝部　太陽 小6 村木　　力 中1 島崎　晃樹 小6 花澤　柊太 小5 縄田　颯悟 小6

タイム決勝 洲﨑　透真 小6 小川　大貴 中1 藤田康太郎 小6 大石　　快 小6 中道　涼聖 小6 上田　蒼真 中1 藤井　亮多 小4 石丸　椋太 小6

屋村　優斗 小6 吉田　貴範 小6 中浦　光紀 小6 山下　諒馬 中1 中西　　奏 中1 萩原　誠斗 中1 藤原　直己 小5 小川　大和 小6

藤澤　明輝 小6 玉村颯一朗 小6 木南　綾人 小6 山岡　大晟 小6 株元　智久 小6 小畑　来暉 中1 藤原　佳己 小5 飯冨　伊織 小6

2:11.08 Fin. 2:17.16 Fin. 2:17.80 Fin. 2:17.92 Fin. 2:20.98 Fin. 2:21.10 Fin. 2:23.34 Fin. 2:26.00 Fin.

   33.24 1st.    36.40 1st.    36.28 1st.    37.57 1st.    35.98 1st.    39.01 1st.    34.95 1st.    36.38 1st.

(JOC) 1st.

メドレーリレー 姫路商業高校 CS高 塚口ＳＳ D 中 市立尼崎高校 CS高 ＪＳＳ三木 CS 高 明石清水高校 CS高 姫路スポーツ CS 明石城西高校 CS高 神戸鈴蘭台高 CS高

400m 堀　　敬貴 高2 松本　　陸 中3 夕部　大輝 高1 森　　勇人 高3 大畑　　元 高2 大倉　翔馬 高1 南谷　研志 高1 簑田　一輝 高2

タイム決勝 山田　優太 高3 八木　大輝 中3 豊永　悠祐 高2 薬師　幸輝 高3 増永　　裕 高1 増本　　高 中3 木村　元春 高2 清水　大輔 高3

高見　空我 高2 川越　悠河 中2 槙山　陽稀 高2 養老奎二郎 高2 小原　拓真 高2 白根　兵悟 中3 藤田　凌輔 高2 山下　智史 高3

佐々木亜留 高3 豊山　敦星 中3 芳田　拓海 高3 横山亜久里 高3 山本　貴由 高3 森田　幸佑 高3 道林　正太 高3 中西　大輔 高3

4:07.10 Fin. 4:12.11 Fin. 4:13.46 Fin. 4:15.13 Fin. 4:16.55 Fin. 4:16.69 Fin. 4:18.15 Fin. 4:21.31 Fin.

 1:03.83 1st.  1:04.70 1st.  1:06.37 1st.  1:07.46 1st.  1:01.86 1st.  1:06.55 1st.  1:06.51 1st.  1:09.50 1st.
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平成29年度兵庫県夏季公式記録会                         女子成績一覧表 

2017/06/03 ～ 2017/06/04

会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 松田　志保 西村　麻亜 高2 舩本　愛子 中3 高谷　海咲 高1 吉田　芽生 中1 奥山　綾子 高3 多鹿　左絵 中1 嶋村　亜美

50m コナミ三田 ＪＳＳ大久保 赤穂ＳＳ S･ﾊﾟﾃｨｵ イトマン西神 市立尼崎高校 ニスポ小野 愛媛競対

タイム決勝 27.08 27.42 27.67 27.84 27.96 28.02 28.03 28.04

自由形 北見　茉暖 高1 貴島風海香 中2 松野仁衣奈 中2 奥山　綾子 高3 高谷　海咲 高1 小宮　紅葉 大1 金子はづき 高1 山本　恵真 中2

100m ＮＳＩ ﾙﾈｻﾝｽ神戸 ＪＳＳ大久保 市立尼崎高校 S･ﾊﾟﾃｨｵ 塚口ＳＳ 市立尼崎高校 スペックＳＣ

タイム決勝 58.99 1:00.09 1:00.34 1:00.38 1:00.42 1:00.44 1:00.48 1:00.60

自由形 是枝　未来 高3 井上　真帆 中3 松野仁衣奈 中2 北見　茉暖 高1 金子はづき 高1 中嶌　楓花 中1 石田十季子 高1 信川　絢里 高1

200m パンジョＳＣ ＰＳＫ ＪＳＳ大久保 ＮＳＩ 市立尼崎高校 ＮＳＩ 須磨友が丘高 ＪＳＳ大久保

タイム決勝 2:07.27 2:08.04 2:08.73 2:09.29 2:09.62 2:10.57 2:10.72 2:10.79

(JOC)

自由形 中野　帆波 中3 松野仁衣奈 中2 金子はづき 高1 多鹿　左絵 中1 津田　歩季 中3 上田　幸歩 中3 梶田明日香 高2 濱田　　凜 高3

400m ＪＳＳ尼宝 ＪＳＳ大久保 市立尼崎高校 ニスポ小野 ＳＵＮ姫路 コナミ三田 イトマン川西 姫路商業高校

タイム決勝 4:26.49 4:28.53 4:29.29 4:30.60 4:30.94 4:33.51 4:34.19 4:35.27

自由形 中野　帆波 中3 藤本　天海 高1 梶田明日香 高2 津田　歩季 中3 上田　幸歩 中3 久斗　奈々 中3 上山　万結 高3 福田　萌乃 高1

800m ＪＳＳ尼宝 和歌山北高校 イトマン川西 ＳＵＮ姫路 コナミ三田 ＳＵＮ加西 市立尼崎高校 ＳＵＮ網干

タイム決勝 9:01.20 9:10.01 9:13.87 9:13.93 9:15.92 9:26.42 9:29.42 9:29.60

背泳ぎ 中前　凜音 中3 筒井　優夏 高2 甘利　優丹 中3 舩本　愛子 中3 田中　萌生 小6 寳官　咲綺 高2 橋本　菜花 中2 黒岩　徠夏 小5

50m 尼崎ＳＳ 明石清水高校 ＪＳＳ宝塚 赤穂ＳＳ イトマン西神 須磨翔風高校 ＪＳＳ三木 ｲﾄﾏﾝ西神戸

タイム決勝 31.41 32.37 32.49 33.17 33.23 33.47 33.49 33.67

背泳ぎ 西村　麻亜 高2 上田さくら 高3 筒井　優夏 高2 大西くるみ 高3 甘利　優丹 中3 三浦　笑華 高1 山﨑　彩花 中2 中前　凜音 中3

100m ＪＳＳ大久保 塚口ＳＳ 明石清水高校 西脇天神池 ＪＳＳ宝塚 ｲﾄﾏﾝ西神戸 ＳＵＮ姫路 尼崎ＳＳ

タイム決勝 1:07.23 1:07.50 1:08.35 1:08.40 1:08.50 1:09.22 1:09.28 1:09.31

背泳ぎ 上田さくら 高3 山﨑　彩花 中2 三浦　笑華 高1 筒井　優夏 高2 甘利　優丹 中3 馬場　ゆき 中3 山本　英穂 中2 森中　優花 高1

200m 塚口ＳＳ ＳＵＮ姫路 ｲﾄﾏﾝ西神戸 明石清水高校 ＪＳＳ宝塚 イトマン川西 塚口ＳＳ 姫路商業高校

タイム決勝 2:19.88 2:27.13 2:30.68 2:30.77 2:30.95 2:31.51 2:31.53 2:31.64

平泳ぎ 岡田　侑奈 高1 小池　柚花 高1 安森　　葵 中2 藤本　聖花 高3 松本　悠里 小6 千住　響子 中3 南田　歩香 小5 高石友梨香 中1

50m コナミ三田 イトマン西神 BIG-S姫路 市立葺合高校 コナミ西宮 パンジョＳＣ スペックＳＣ イトマン三田

タイム決勝 34.06 34.90 34.90 35.22 35.24 35.33 35.76 35.77

(同2位) (JOC) (JOC)

平泳ぎ 岡田　侑奈 高1 小池　柚花 高1 立山　心菜 中1 松本　悠里 小6 玉井ひかる 中2 藤本　聖花 高3 二宮　陽凪 小6 岡井　夏凜 中1

100m コナミ三田 イトマン西神 ＪＳＳ三木 コナミ西宮 ＮＳＩ津名 市立葺合高校 イトマン西神 イトマン神戸

タイム決勝 1:13.37 1:14.91 1:15.62 1:16.30 1:16.65 1:16.75 1:16.94 1:16.96
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平成29年度兵庫県夏季公式記録会                         女子成績一覧表 

2017/06/03 ～ 2017/06/04

会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

平泳ぎ 岡田　侑奈 高1 鈴木みゆう 高2 西本　　怜 中3 皆見　香琳 高1 玉井ひかる 中2 小池　柚花 高1 岡井　夏凜 中1 木村　天美 高1

200m コナミ三田 MacS加古川 塚口ＳＳ 市立尼崎高校 ＮＳＩ津名 イトマン西神 イトマン神戸 明石城西高校

タイム決勝 2:39.06 2:39.14 2:39.79 2:42.88 2:44.23 2:44.24 2:44.48 2:44.90

バタフライ 西村　麻亜 高2 多鹿　左絵 中1 松田　志保 嶋村　亜美 岡部　仁胡 中1 猪谷　咲紀 高3 藤澤　愛海 高2 北村　　萌 高3

50m ＪＳＳ大久保 ニスポ小野 コナミ三田 愛媛競対 塚口ＳＳ 赤穂ＳＳ ｲﾄﾏﾝ西神戸 姫路商業高校

タイム決勝 28.29 28.55 28.76 29.08 29.83 29.84 29.91 30.02

バタフライ 嶋村　亜美 多鹿　左絵 中1 北村　　萌 高3 喜來　夏純 高3 四ツ谷智香 中2 小宮　紅葉 大1 吉岡亜可梨 高2 大谷　七海 高3

100m 愛媛競対 ニスポ小野 姫路商業高校 市立尼崎高校 ＮＳＩパール 塚口ＳＳ 市立尼崎高校 ＳＵＮ加西

タイム決勝 1:02.49 1:03.04 1:04.06 1:04.56 1:04.99 1:05.35 1:05.47 1:05.55

(JOC)

バタフライ 嶋村　亜美 喜來　夏純 高3 大谷　七海 高3 橋本　風夏 中2 多鹿　左絵 中1 村木　　心 中3 上田　万葉 高2 四ツ谷智香 中2

200m 愛媛競対 市立尼崎高校 ＳＵＮ加西 パンジョＳＣ ニスポ小野 ＪＳＳ宝塚 須磨友が丘高 ＮＳＩパール

タイム決勝 2:18.29 2:21.37 2:21.57 2:21.66 2:22.05 2:22.52 2:22.56 2:22.81

個人メドレー 西村　麻亜 高2 西本　　怜 中3 皆見　香琳 高1 鈴木みゆう 高2 三原梨紗子 中2 横山　玲奈 高1 小池　柚花 高1 藤澤　愛海 高2

200m ＪＳＳ大久保 塚口ＳＳ 市立尼崎高校 MacS加古川 コナミ三田 明石清水高校 イトマン西神 ｲﾄﾏﾝ西神戸

タイム決勝 2:23.83 2:24.37 2:27.25 2:28.69 2:29.61 2:30.60 2:30.81 2:31.02

個人メドレー 西本　　怜 中3 福田　萌乃 高1 木村　真優 高3 長束　萌衣 高1 村木　　心 中3 吉岡亜可梨 高2 松本　　涼 中2 具志　陽香 高1

400m 塚口ＳＳ ＳＵＮ網干 市立尼崎高校 明石清水高校 ＪＳＳ宝塚 市立尼崎高校 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 ＪＳＳ宝塚

タイム決勝 5:00.72 5:06.24 5:09.62 5:11.71 5:15.33 5:20.20 5:21.77 5:25.57

リレー 塚口ＳＳ C Ａｑ・Ｓｐ C Ａｑ相生 C ＪＳＳ宝塚 B ＪＳＳ宝塚 C コナミ三田 B コナミ西宮 B ＮＳＩ B

200m 前田　夏風 小6 板谷　紗瑛 小6 矢橋　葉名 中1 村上　優菜 小5 吉川ほの美 中1 山口　華凜 小3 川崎　なな 小4 田村　朱里 小5

タイム決勝 中野　陽菜 小6 樋口　実紅 小6 糸山　桜彩 小6 三原　寛奈 小5 中田　実佑 小6 木村　栞夏 小4 森脇　素羽 小5 尾川ひなた 小5

長﨑　　葵 小6 坂口理彩子 小6 近藤さくら 小6 南　　侑愛 小4 髙辻　歩果 小6 花岡　菜海 小4 井ノ上萌々華 小5 辻阪　若菜 小4

石橋　由徠 小6 阿部　　悠 小6 松岡　優奈 小6 北村　安梨 小5 西田　朱里 小6 長谷川和奏 小3 高濱　瑞紀 小3 林　　由奈 小5

2:01.20 Fin. 2:01.39 Fin. 2:13.03 Fin. 2:14.48 Fin. 2:14.69 Fin. 2:17.04 Fin. 2:18.40 Fin. 2:20.35 Fin.

   29.85 1st.    29.69 1st.    31.74 1st.    32.64 1st.    32.06 1st.    34.98 1st.    32.94 1st.    31.44 1st.
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平成29年度兵庫県夏季公式記録会                         女子成績一覧表 

2017/06/03 ～ 2017/06/04

会場  神戸ポートアイランドスポーツセンター  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

リレー 市立尼崎高校 CS高 明石清水高校 CS高 姫路商業高校 CS高 ＪＳＳ宝塚 CS コナミ三田 D 中 市立尼崎高校 CS高 コナミ西宮 D 中 須磨友が丘高 CS高

400m 奥山　綾子 高3 横山　未結 高2 濱田　　凜 高3 新井　　妃 高3 岩永なつみ 中3 新谷　陽香 高3 武内みなみ 中1 石田十季子 高1

タイム決勝 皆見　香琳 高1 長束　萌衣 高1 北村　　萌 高3 村木　　心 中3 酒井　優真 中2 大野なな実 高1 下村　真彩 中1 上田　万葉 高2

金子はづき 高1 横山　玲奈 高1 森中　優花 高1 甘利　優丹 中3 三原梨紗子 中2 奥山　喬子 高3 井ノ上菜々華 中2 福﨑　由夏 高1

喜來　夏純 高3 吉冨　萌柚 高2 森山　瑠々 高1 和田安津美 高3 上田　幸歩 中3 木村　真優 高3 入江　綾音 中2 西浦　実桜 高1

4:04.44 Fin. 4:12.55 Fin. 4:13.17 Fin. 4:14.85 Fin. 4:14.92 Fin. 4:16.97 Fin. 4:18.09 Fin. 4:23.63 Fin.

 1:02.17 1st.  1:02.52 1st.  1:01.79 1st.  1:05.21 1st.  1:04.46 1st.  1:10.35 1st.  1:04.62 1st.  1:00.62 1st.

メドレーリレー ｲﾄﾏﾝ西神戸 C 塚口ＳＳ C イトマン西神 C コナミ西宮 C Ａｑ・Ｓｐ C ｲﾄﾏﾝ西神戸 B コナミ西宮 B ＪＳＳ宝塚 C

200m 黒岩　徠夏 小5 東　　綾音 中1 田中　萌生 小6 西河　輝峰 中1 樋口　実紅 小6 清水　南帆 小5 川崎　なな 小4 西田　朱里 小6

タイム決勝 椋本　　掬 小6 小坂田　愛 小6 二宮　陽凪 小6 松本　悠里 小6 阿部　　悠 小6 中村　綺那 小3 今井　陽花 小5 池田　　楓 中1

宮崎いぶき 中1 石橋　由徠 小6 宮崎　渚沙 小6 小林　優希 小5 板谷　紗瑛 小6 森　　絆菜 小5 森脇　素羽 小5 髙辻　歩果 小6

平山　夏生 小6 前田　夏風 小6 萩尾　柚衣 小6 桑山　木実 小6 坂口理彩子 小6 上田菜々葉 小4 尾﨑　江子 小4 中田　実佑 小6

2:10.09 Fin. 2:11.08 Fin. 2:12.36 Fin. 2:13.08 Fin. 2:13.66 Fin. 2:26.95 Fin. 2:29.09 Fin. 2:30.97 Fin.

   33.61 1st.    33.92 1st.    33.60 1st.    33.19 1st.    35.42 1st.    37.44 1st.    37.07 1st.    40.20 1st.

メドレーリレー パンジョＳＣ CS 塚口ＳＳ D 中 市立尼崎高校 CS高 ＪＳＳ宝塚 CS コナミ三田 D 中 市立尼崎高校 CS高 コナミ西宮 D 中 明石清水高校 CS高

400m 池田　萌花 中3 山本　英穂 中2 木村　真優 高3 甘利　優丹 中3 松原　優衣 中3 登　　瞳羽 高2 井ノ上菜々華 中2 筒井　優夏 高2

タイム決勝 千住　響子 中3 西本　　怜 中3 川江　琴乃 高3 村木　　心 中3 岩永なつみ 中3 吉岡亜可梨 高2 松村　もえ 中2 山脇　怜奈 高2

橋本　風夏 中2 岡部　仁胡 中1 喜來　夏純 高3 松村　純怜 中3 三原梨紗子 中2 田村　汐里 高2 下村　真彩 中1 横山　玲奈 高1

是枝　未来 高3 北山ひより 中3 上山　万結 高3 新井　　妃 高3 上田　幸歩 中3 櫻井　彩南 高2 入江　綾音 中2 横山　未結 高2

4:29.04 Fin. 4:34.40 Fin. 4:36.87 Fin. 4:41.46 Fin. 4:43.22 Fin. 4:46.65 Fin. 4:46.79 Fin. 4:49.59 Fin.

 1:09.13 1st.  1:10.64 1st.  1:10.79 1st.  1:07.73 1st.  1:12.05 1st.  1:12.77 1st.  1:12.78 1st.  1:09.57 1st.

2017/06/04 23:39:35 SEIKO Swimming Results System  3 / 3ページ


	成績一覧（17夏季公式）_1
	成績一覧（17夏季公式）_2
	成績一覧（17夏季公式）_3
	成績一覧（17夏季公式）_4
	成績一覧（17夏季公式）_5
	成績一覧（17夏季公式）_6

