
2018年度第87回兵庫県選手権水泳競技大会                 男子成績一覧表 

2018/07/28 ～ 2018/07/29

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

リレー 姫路スポーツ C コナミ明石 C BIG-S姫路 B 塚口ＳＳ B イトマン西宮 B

200m 藤尾　和輝 小6 藤原　直己 小6 吉浦　立稀 小5 大﨑　一輝 小4 遠藤　　優 小4

タイム決勝 西川　翔己 小6 土田　卓実 小6 縄田　航希 小4 杉本　和真 小5 田中琥汰郎 小4

大倉　凜佑 小6 花澤　柊太 小6 北野　元就 小4 永本　空澄 小4 藤田　悠輔 小4

藤田康太郎 中1 藤原　佳己 小6 三田　啓介 小5 髙岡　拓未 小4 塚原　　蓮 小4

1:54.34 Fin. 1:57.44 Fin. 2:06.88 Fin. 2:07.49 Fin. 2:07.91 Fin.

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

   29.19 1st.    29.88 1st.    30.47 1st.    32.24 1st.    30.47 1st.

リレー コナミ西宮 CS 須磨学園高校CS 高 市立尼崎高校CS 高 コナミ三田 CS

400m 井ノ上昭輝 高2 三原　慶悟 高2 土井　　歩 高2 菖池　竜輝 高3

タイム決勝 佐伯　一光 高3 田中　一光 高3 十田　一輝 高2 増田　達也 高3

清水　歩空 中3 縄井　彪士 高3 高須加大和 高3 阪口　詞音 高1

松田　武大 高3 岡田　誠也 高3 槙山　陽稀 高3 土屋航太郎 中3

3:34.39 Fin. 3:35.02 Fin. 3:36.13 Fin. 3:46.11 Fin.

   53.10 1st.    53.69 1st.    54.82 1st.    52.63 1st.

メドレーリレー 姫路スポーツ C

200m 大倉　凜佑 小6

タイム決勝 藤田康太郎 中1

西川　翔己 小6

藤尾　和輝 小6

2:04.44 Fin.

(J O)

   31.70 1st.

メドレーリレー コナミ西宮 CS 須磨学園高校CS 高 塚口ＳＳ CS 市立尼崎高校CS 高 コナミ三田 CS

400m 井ノ上昭輝 高2 縄井　彪士 高3 田中　瑛都 高3 高須加大和 高3 阪口　詞音 高1

タイム決勝 重塚　　笙 中3 三原　慶悟 高2 髙須賀　隼 高3 豊永　悠祐 高3 増田　達也 高3

松田　武大 高3 永井　　絃 高3 八木　大輝 高1 槙山　陽稀 高3 藤田　青海 中3

清水　歩空 中3 田中　一光 高3 川越　悠河 中3 十田　一輝 高2 菖池　竜輝 高3

3:56.68 Fin. 3:58.65 Fin. 4:01.00 Fin. 4:05.23 Fin. 4:10.37 Fin.

 1:00.89 1st.    59.87 1st.  1:00.27 1st.  1:00.92 1st.  1:02.63 1st.
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2018年度第87回兵庫県選手権水泳競技大会                 女子成績一覧表 

2018/07/28 ～ 2018/07/29

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

リレー コナミ西宮 C 塚口ＳＳ C コナミ三田 C イトマン西宮 B コナミ三田 B

200m 今井　陽花 小6 前田　夏風 中1 庄司　彩花 中1 平生　亜優 小4 吉田　陽奈 小4

タイム決勝 小林　優希 小6 中野　陽菜 中1 花岡　菜海 小5 上原　真有 小4 長谷川和奏 小4

木村　陽香 小6 吉光　彩矢 小6 木村　栞夏 小5 大塚　美咲 小4 二杉　琉花 小2

浅尾萌々香 中1 上田　華蓮 中1 兵庫　由萌 中1 田村　柚穂 小4 山口　華凜 小4

1:55.70 Fin. 1:56.71 Fin. 2:04.00 Fin. 2:10.13 Fin. 2:13.97 Fin.

(J O) (J O)

   29.32 1st.    28.77 1st.    29.24 1st.    32.96 1st.    33.11 1st.

リレー 須磨学園高校CS 高 コナミ西宮 CS 高 市立尼崎高校CS 高 コナミ西宮 D 中 コナミ三田 CS

400m 西村　麻亜 高3 梶野　千紗 高3 田村　汐里 高3 西河　輝峰 中2 上田　幸歩 高1

タイム決勝 北井ひかり 高3 森　菜々子 高3 大野なな実 高2 入江　綾音 中3 三原梨紗子 中3

前田　美玖 高3 北口沙央梨 高2 皆見　香琳 高2 下村　真彩 中2 岡田　侑奈 高2

井上　真帆 高1 横田　涼乃 高2 櫻井　彩南 高3 松本　悠里 中1 岩永なつみ 高1

3:56.16 Fin. 3:57.32 Fin. 4:06.41 Fin. 4:06.54 Fin. 4:07.05 Fin.

(J O) (J O)

   58.31 1st.    58.89 1st.  1:01.91 1st.  1:02.07 1st.  1:01.89 1st.

メドレーリレー コナミ西宮 C イトマン西宮 C イトマン西宮 B

200m 川崎　なな 小5 堀上　彩良 中1 長尾　美咲 小4

タイム決勝 小林　優希 小6 衛門　果穂 中1 上原　真有 小4

木村　陽香 小6 日下　結奈 小5 田村　柚穂 小4

浅尾萌々香 中1 野村くるみ 小5 大塚　美咲 小4

2:07.82 Fin. 2:09.15 Fin. 2:23.73 Fin.

(J O)

   33.23 1st.    33.58 1st.    36.30 1st.

メドレーリレー 須磨学園高校CS 高 コナミ三田 CS イトマン神戸 D 中 市立尼崎高校CS 高 コナミ西宮 D 中

400m 笠松　咲蘭 高2 三原梨紗子 中3 中澤　　葵 中2 三木　怜奈 高1 下村　真彩 中2

タイム決勝 堀上　綺良 高2 岡田　侑奈 高2 青野　鈴夏 中1 皆見　香琳 高2 松本　悠里 中1

西村　麻亜 高3 岩永なつみ 高1 森田　美友 中2 吉岡亜可梨 高3 西河　輝峰 中2

北井ひかり 高3 上田　幸歩 高1 岡井　夏凜 中2 金子はづき 高2 武内みなみ 中2

4:20.49 Fin. 4:21.41 Fin. 4:29.64 Fin. 4:29.84 Fin. 4:30.55 Fin.

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

 1:07.71 1st.  1:06.24 1st.  1:08.25 1st.  1:07.92 1st.  1:09.34 1st.
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