
第4回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会

神戸ポートアイランドスポーツセンター

組/水路 氏名（チーム名） 所属名（第一泳者） 学種 800m記録（第一泳者） 記録

競技No. 1 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 無差別
11/6 岡本　和奈               ＳＵＮ加西 中1  2:34.73 大会新

競技No. 2 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 無差別
10/4 山田　海斗               市立尼崎高校 高1  2:16.06 大会新
10/5 北井　洸太               ナイスＳＰ 高2  2:21.48 大会新

競技No. 3 女子   50m バタフライ タイム決勝 無差別
13/3 三宅　渚沙               ＳＴ淡路 高3    30.03 大会新
13/4 森本菜々美               ＮＳＩ神鉄 中3    31.21 大会新
13/5 吉田　　凜               イトマン神戸 中1    31.30 大会新
12/3 木山　琴美               Aqスポレスト 高2    35.51 大会新

競技No. 4 男子   50m バタフライ タイム決勝 無差別
7/4 三宅　宗良               ＳＴ淡路 中3    27.47 大会新
4/7 山本　隼士               Aqスポレスト 小3    37.73 大会新

競技No. 6 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 無差別
4/4 袖野　椋可               市立尼崎高校 高1  1:03.59 大会新

競技No. 7 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 無差別
7/6 南光　陽菜               須磨翔風高校 高2    43.23 大会新

競技No. 8 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 無差別
6/7 山城　琉生               イトマン神戸 小3    45.39 大会新

競技No. 9 女子 4x50m フリーリレー タイム決勝 無差別
1/2 イトマン三田 (堀川　心愛      ) 小学   32.74  2:11.92 大会新

競技No. 10 男子 4x50m フリーリレー タイム決勝 無差別
2/4 塚口ＳＳ (朝山誠司郎      ) 小学   29.76  2:01.49 大会新
1/7 コナミ東加古 (濱口　　敬      ) 小学   34.48  2:34.69 大会新

競技No. 11 女子 4x100m フリーリレー タイム決勝 無差別
1/4 神戸北町Vivo (川田　幸奈      ) 中学 1:06.21  4:37.41 大会新
1/5 須磨翔風高校 (藤本　理子      ) 高校 1:07.47  4:58.38 大会新

競技No. 12 男子 4x100m フリーリレー タイム決勝 無差別
1/4 市立尼崎高校 (山田　海斗      ) 高校   56.39 大会新  3:48.68 大会新
1/5 ＮＳＩ神鉄 (尾崎　晃生      ) 中学 1:01.71  4:17.67 大会新

競技No. 13 女子  100m 自由形 タイム決勝 無差別
4/7 岡本　彩羽               イトマン三田 小3  1:17.73 大会新

競技No. 14 男子  100m 自由形 タイム決勝 無差別
14/2 吉岡亜矢都               市立尼崎高校 高1    55.92 大会新
14/7 北井　洸太               ナイスＳＰ 高2    59.23 大会新
10/4 田中　駿介               市立尼崎高校 高2  1:03.01 大会新
4/2 志井　瑠座               Aqスポレスト 小3  1:14.93 大会新
3/6 三森　康生               ＮＳＩ豊岡 小3  1:18.39 大会新

競技No. 15 女子  100m バタフライ タイム決勝 無差別
4/4 三宅　渚沙               ＳＴ淡路 高3  1:05.04 大会新
4/5 大園　珠菜               尼崎ＳＳ 高2  1:06.59 大会新
4/6 吉田　　凜               イトマン神戸 中1  1:08.03 大会新
3/6 大槻歩乃花               塚口ＳＳ 小5  1:15.04 大会新
1/3 重見　彩葉               神戸北町Vivo 小3  1:43.94 大会新
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競技No. 16 男子  100m バタフライ タイム決勝 無差別
4/5 吉岡亜矢都               市立尼崎高校 高1    59.13 大会新
3/5 八田　圭人               市立尼崎高校 高1  1:05.09 大会新
3/3 山澤　力樹               ＳＡ六甲道 中1  1:06.82 大会新
2/6 大石　優輝               ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中3  1:17.63 大会新

競技No. 18 男子   50m 背泳ぎ タイム決勝 無差別
8/2 大貫　楓馬               ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ 中3    34.94 大会新
7/1 濱口　　敬               コナミ東加古 小3    38.89 大会新

競技No. 19 女子  100m 平泳ぎ タイム決勝 無差別
4/5 川上　麻緒               ＳＴ淡路 中3  1:16.13 大会新
4/3 武田菜々美               ＮＳＩ本山 中3  1:17.31 大会新
2/3 南光　陽菜               須磨翔風高校 高2  1:31.20 大会新

競技No. 20 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 無差別
4/4 山田　海斗               市立尼崎高校 高1  1:10.77 大会新
4/6 田中　駿介               市立尼崎高校 高2  1:11.78 大会新
1/5 吉田　祥次               ＮＳＩパール 小4  1:28.67 大会新

競技No. 21 女子   50m 自由形 タイム決勝 無差別
24/5 坂口　倫菜               イトマン神戸 小5    31.56 大会新
25/2 木山　琴美               Aqスポレスト 高2    31.83 大会新
21/1 梶川　智沙               ＮＳＩ本山 小5    32.18 大会新

競技No. 22 男子   50m 自由形 タイム決勝 無差別
27/4 小寺　海輝               ＴＸ甲南山手 中3    26.04 大会新
28/8 山根康太郎               ＮＳＩ本山 高2    27.59 大会新
27/3 井上　海璃               ナイスＳＰ 高2    28.44 大会新
25/4 宇佐美硬生               須磨翔風高校 高2    30.28 大会新

競技No. 23 女子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 無差別
2/1 コナミ東加古 (河本　紗良      ) 小学   47.10  3:02.53 大会新

競技No. 24 男子 4x50m メドレーリレー タイム決勝 無差別
2/4 塚口ＳＳ (連田　颯真      ) 小学   33.96  2:15.63 大会新
1/5 塚口ＳＳ (小林　勇登      ) 小学   46.98  2:58.49 大会新
2/1 コナミ東加古 (濱口　　敬      ) 小学   39.28 大会新  3:13.63

競技No. 25 女子 4x100m メドレーリレー タイム決勝 無差別
1/4 神戸北町Vivo (清水　杏梨      ) 中学 1:20.78  5:21.16 大会新
1/5 須磨翔風高校 (藤本　理子      ) 高校 1:24.42  5:33.38 大会新

競技No. 26 男子 4x100m メドレーリレー タイム決勝 無差別
1/4 市立尼崎高校 (袖野　椋可      ) 高校 1:03.43 大会新  4:17.44 大会新
1/5 ＮＳＩ神鉄 (町　　拓和      ) 中学 1:09.00  4:45.32 大会新
1/3 須磨翔風高校 (宇佐美硬生      ) 高校 1:23.46 大会新  4:59.83
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