
第5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
14/6 田渕　涼華               イトマン川西 中3  2:29.95 大会新

競技No. 2 男子  200m 個人メドレー タイム決勝 無差別
11/3 小野　幹太               イトマン川西 高2  2:21.23 大会新

競技No. 4 男子   50m バタフライ タイム決勝 無差別
8/8 宮田　大和               ＪＳＳ尼宝 中3    26.28 大会新
8/1 藤田　青海               コナミ三田 高2    29.21 大会新

競技No. 5 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 無差別
3/4 小縣　愛華               Ｂ＆Ｇ猪名川 高2  1:07.80 大会新
3/3 中嶋望々花               Ｂ＆Ｇ猪名川 高3  1:10.67 大会新

競技No. 6 男子  100m 背泳ぎ タイム決勝 無差別
2/2 大﨑　一輝               塚口ＳＳ 小6  1:11.43 大会新

競技No. 7 女子   50m 平泳ぎ タイム決勝 無差別
3/6 阿部　杏奈               イトマン西宮 小3    45.68 大会新

競技No. 8 男子   50m 平泳ぎ タイム決勝 無差別
6/4 古閑　竜輝               ＪＳＳ大久保 中3    32.16 大会新

競技No. 9 女子 4x50m フリーリレー タイム決勝 無差別
3/8 Aqスポレスト B (菖蒲池　鈴      ) 小学   32.16  2:08.24 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 塚口ＳＳ D (仁川　遥斗      ) 中学 1:00.11  3:59.80 大会新

競技No. 13 女子  100m 自由形 タイム決勝 無差別
14/4 西山　　暖               尼崎ＳＳ 高2  1:03.21 大会新

競技No. 14 男子  100m 自由形 タイム決勝 無差別
14/4 岡　　謙佑               ＳＵＮ加西 高2    57.09 大会新
13/4 原　　優斗               ＪＳＳ大久保 高2    58.41 大会新

競技No. 16 男子  100m バタフライ タイム決勝 無差別
4/5 西村　佑空               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 高1    58.50 大会新
4/4 長戸　春樹               ＪＳＳ大久保 中3  1:00.65 大会新
3/5 藤田　青海               コナミ三田 高2  1:03.04 大会新

競技No. 17 女子   50m 背泳ぎ タイム決勝 無差別
6/4 小縣　愛華               Ｂ＆Ｇ猪名川 高2    31.56 大会新
6/5 山下　菜月               ＪＳＳ大久保 高2    32.70 大会新

競技No. 20 男子  100m 平泳ぎ タイム決勝 無差別
3/4 古閑　竜輝               ＪＳＳ大久保 中3  1:10.32 大会新
3/1 杉本　和真               塚口ＳＳ 中1  1:17.26 大会新

競技No. 21 女子   50m 自由形 タイム決勝 無差別
21/6 佐藤　璃青               Ｓ・パティオ 中1    28.91 大会新
25/3 西山　　暖               尼崎ＳＳ 高2    29.38 大会新
24/4 久斗　奈々               ＳＵＮ加西 高3    30.81 大会新
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競技No. 22 男子   50m 自由形 タイム決勝 無差別
25/3 中塚　一真               ＪＳＳ大久保 高1    25.60 大会新
25/6 長谷川陽大               ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中2    25.93 大会新
25/4 原　　優斗               ＪＳＳ大久保 高2    26.11 大会新

競技No. 25 女子 4x100m メドレーリレー タイム決勝 無差別
1/4 三木中学 CS (秋庭　優風      ) 中学 1:29.28  5:27.51 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 塚口ＳＳ D (今井　詠奏      ) 中学 1:09.89  4:23.99 大会新
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