
男子 自由形 50m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 橘　　壱晟 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

2 杉本　雄斗 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ 28603 関西学院高等 高校 (1)

3 梶谷　拓未 ｶｼﾞﾀﾆ ﾀｸﾐ 28603 関西学院高等 高校 (1)

4 小寺　海輝 ｺﾃﾗ ｶｲｷ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

5 南田　真生 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｵ 28623 仁川学院高校 高校 (1)

6 五百磐創志 ｲﾆﾜ ｿｳｼ 28801 イトマン川西 小学 (6)

7 松村　悠晃 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙﾋ 28801 イトマン川西 小学 (5)

8 小物谷悠人 ｺﾓﾉﾔ ﾕｳﾄ 28801 イトマン川西 小学 (4)

9 西野　晴紀 ﾆｼﾉ ﾊﾙｷ 28801 イトマン川西 小学 (4)

10 藤原　陸豊 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸﾄ 28801 イトマン川西 小学 (3)

11 髙岡　拓未 ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ 28805 塚口ＳＳ 中学 (1)

12 角野　里仁 ｽﾐﾉ ﾘﾋﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

13 塩見　拓真 ｼｵﾐ ﾀｸﾏ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

14 藤田　雄成 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

15 田平　　匠 ﾀﾋﾗ ﾀｸﾐ 28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

16 濵口　　創 ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (3)

17 佐野　佳輝 ｻﾉ ﾖｼｷ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (2)

18 遠藤　　優 ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

19 町　穣之心 ﾏﾁ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

20 福本　脩哉 ﾌｸﾓﾄ ｼｭｳﾔ 28814 コナミ東加古 中学 (2)

21 大内　海輝 ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

22 大内　昊河 ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

23 安川　尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

24 牛戸日向汰 ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

25 石川　　煌 ｲｼｶﾜ ｺｳ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

26 錦織　郁斗 ﾆｼｺｵﾘ ｲｸﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

27 北　　直音 ｷﾀ ﾅｵﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

28 坂口　大知 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

29 杉原　叶真 ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｳﾏ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

30 力石　琉聖 ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

31 大堀　周生 ｵｵﾎﾘ ｼｭｳ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (6)

32 大東　世直 ｵｵﾋｶﾞｼ ｾﾅ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

33 中島　温人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

34 小稲　　蓮 ｺｲﾈ ﾚﾝ 28817 ＮＳＩ西紀 中学 (3)

35 山本　拓馬 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾏ 28817 ＮＳＩ西紀 中学 (1)

36 俣野健太朗 ﾏﾀﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 28817 ＮＳＩ西紀 小学 (5)

37 塚原　　蓮 ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

38 塚原　　馴 ﾂｶﾊﾗ ｼｭﾝ 28820 イトマン西宮 小学 (5)

39 縄田　颯悟 ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ 28821 ＢＩＧ姫路 高校 (1)

40 梅本　乙樹 ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

41 三田　啓介 ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

42 吉浦　育飛 ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

43 梅本　樹綸 ｳﾒﾓﾄ ｷｲﾄ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

44 濵﨑　斗豪 ﾊﾏｻﾞｷ ﾄｳｺﾞ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

45 小川　幹太 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)

46 立石　　渉 ﾀﾃｲｼ ﾜﾀﾙ 28824 コナミ西宮 小学 (6)

47 堀内　直希 ﾎﾘｳﾁ ﾅｵｷ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

48 阪本　禮斗 ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

49 杉本　朋哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

50 森本　　陽 ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙ 28824 コナミ西宮 小学 (4)
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51 金丸　朝陽 ｶﾅﾏﾙ ｱｻﾋ 28824 コナミ西宮 小学 (2)

52 園山　紘生 ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ 28825 コナミ明石 高校 (2)

53 福田　將真 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ 28825 コナミ明石 中学 (2)

54 久保　宏騎 ｸﾎﾞ ｺｳｷ 28826 ＮＳＩパール 中学 (2)

55 金子　晏久 ｶﾈｺ ﾊﾙﾋｻ 28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

56 本田　優希 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

57 中西　　奏 ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾃﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 高校 (2)

58 奥井　晶稀 ｵｸｲ ﾏｻｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (3)

59 吉田　智栄 ﾖｼﾀﾞ ﾁｴｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (2)

60 南　　宗佑 ﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

61 恩地　航平 ｵﾝﾁ ｺｳﾍｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

62 髙岡　陽介 ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

63 久保　志龍 ｸﾎﾞ ｼﾞﾖﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

64 前田　悠太 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 28831 ＫＴＶ垂水 高校 (3)

65 松谷　一翔 ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (2)

66 小山　悠斗 ｵﾔﾏ ﾕｳﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

67 小西　悠策 ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

68 森　　珠紀 ﾓﾘ ﾀﾏｷ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

69 冨士田大佑 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

70 小阪　琉碧 ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

71 佐藤　汰一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (3)

72 大橋　空翔 ｵｵﾊｼ ｿﾗ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (2)

73 竹内　陽祐 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

74 渡邊　智哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (5)

75 藤原　将人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (3)

76 藤尾　和輝 ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ 28838 姫路ＳＳ 中学 (3)

77 内海　秀翔 ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ 28840 ＮＳＩ 高校 (1)

78 木村聡一郎 ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

79 荒木　優誠 ｱﾗｷ ﾕｳｾｲ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

80 東口　　央 ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾋｻｼ 28842 ＳＴ赤穂 小学 (4)

81 平野　維吹 ﾋﾗﾉ ｲﾌﾞｷ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (2)

82 西村　翔眞 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

83 德原　詢也 ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 28849 ＪＳＳ尼宝 高校 (1)

84 岡﨑　一悟 ｵｶｻﾞｷ ｲﾁｺﾞ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

85 芝　　玄守 ｼﾊﾞ ｸﾛｽ 28857 ＮＳＩ神鉄 高校 (2)

86 荻野　隼斗 ｵｷﾞﾉ ﾊﾔﾄ 28860 コナミ三田 小学 (5)

87 濱井　奏人 ﾊﾏｲ ｶﾅﾄ 28860 コナミ三田 小学 (3)

88 山田　大翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 28865 尼崎市スポ振 高校 (1)

89 横山誠太郎 ﾖｺﾔﾏ ｾｲﾀﾛｳ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

90 頼末　陽太 ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ 28865 尼崎市スポ振 小学 (6)

91 中川　晃仁 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

92 船本　敬人 ﾌﾅﾓﾄ ｹｲﾄ 28867 ＧＵＮＺＥ 高校 (3)

93 三島　大雅 ﾐｼﾏ ﾀｲｶﾞ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

94 中塚　一真 ﾅｶﾂｶ ｲｯｼﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (2)

95 水田　大貴 ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛｷ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (3)

96 宮野　蒼芭 ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

97 西雄　友隼 ﾆｼｵ ﾕｳﾄ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

98 内海　暁翔 ｳﾂﾐ ｱｷﾄ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

99 三浦亜翔夢 ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

100 沖中　拓正 ｵｷﾅｶ ﾀｸﾏｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

2022/2/2 7:07 2/42 ページ



男子 自由形 50m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

101 玉利　大貴 ﾀﾏﾘ ﾀﾞｲｷ 28874 イトマン三田 中学 (1)

102 加藤　　翼 ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 28874 イトマン三田 小学 (6)

103 来住　柚紀 ｷｼ ﾕｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (4)

104 レッジークリスチ ﾚｯｼﾞｰ ｸﾘｽﾁｬﾝ 28876 ＮＳＩ豊岡 高校 (1)

105 浅貝　宇汰 ｱｻｶｲ ｳﾀ 28876 ＮＳＩ豊岡 高校 (1)

106 石田　桜介 ｲｼﾀﾞ ｵｳｽｹ 28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (5)

107 社浦　大悟 ｼｬｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 28880 イトマン西神 中学 (1)

108 安田　裕雅 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 28880 イトマン西神 小学 (5)

109 津田　優司 ﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 28880 イトマン西神 小学 (4)

110 松本　章登 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾄ 28880 イトマン西神 小学 (4)

111 田中　優音 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 28881 マック武庫川 中学 (3)

112 伊豆　啓吾 ｲｽﾞ ｹｲｺﾞ 28881 マック武庫川 小学 (4)

113 元原　楓翔 ﾓﾄﾊﾗ ﾌｳﾄ 28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

114 池間　志絆 ｲｹﾏ ｼｷ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

115 大西　櫂吏 ｵｵﾆｼ ｶｲﾘ 28887 マック加古川 小学 (4)

116 中村青太郎 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 28887 マック加古川 小学 (4)

117 橋本　莉央 ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ 28887 マック加古川 小学 (4)

118 大野　遥斗 ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 28888 Aqスポレスト 中学 (1)

119 山本　隼士 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

120 久留米歩武 ｸﾙﾒ ｱﾕﾑ 28892 ＮＳＩ津名 小学 (5)

121 佐野　　聖 ｻﾉ ｺｳｷ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (3)

122 岩野　　渉 ｲﾜﾉ ﾜﾀﾙ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

123 宮藤　慶太 ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

124 田中　　維 ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

125 久保　　翔 ｸﾎﾞ ｶｹﾙ 28904 Ａｑ相生 高校 (1)

126 田川　颯良 ﾀｶﾞﾜ ｿﾗ 28905 ＮＳＩ青垣 小学 (5)

127 藪田　凰希 ﾔﾌﾞﾀ ｵｳｷ 28912 NSI南あわじ 小学 (5)

128 藤原　裕生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 28915 貴崎ａｓｋ 高校 (3)

129 吉田　貴一 ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (5)

130 桂　　壮佑 ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ 28924 家島ＳＣ 中学 (1)

131 山田　稀介 ﾔﾏﾀﾞ ｷｽｹ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)

132 三昌　拓真 ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

133 南田　真和 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏﾅ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)

134 松下　竣勇 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝﾄ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (4)
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1 川合　篤志 ｶﾜｲ ｱﾂｼ 28507 市立尼崎高校 高校 (2)

2 渡邊　洸輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 28507 市立尼崎高校 高校 (2)

3 森田　泰生 ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ 28507 市立尼崎高校 高校 (2)

4 橘　　壱晟 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

5 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

6 藤本　惇平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 28603 関西学院高等 高校 (2)

7 松田　葉路 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ 28613 村野工業高校 高校 (1)

8 小寺　海輝 ｺﾃﾗ ｶｲｷ 28618 報徳学園高校 高校 (2)

9 南田　真生 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｵ 28623 仁川学院高校 高校 (1)

10 末谷宗太郎 ｽｴﾀﾆ ｿｳﾀﾛｳ 28623 仁川学院高校 高校 (1)

11 五百磐創志 ｲﾆﾜ ｿｳｼ 28801 イトマン川西 小学 (6)

12 松村　悠晃 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙﾋ 28801 イトマン川西 小学 (5)

13 岡部　煌輝 ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ 28805 塚口ＳＳ 中学 (1)

14 髙岡　拓未 ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ 28805 塚口ＳＳ 中学 (1)

15 角野　里仁 ｽﾐﾉ ﾘﾋﾄ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

16 濵口　　創 ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (3)

17 蛭子　翔馬 ｴﾋﾞｽ ｼｮｳﾏ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

18 遠藤　　優 ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

19 福本　脩哉 ﾌｸﾓﾄ ｼｭｳﾔ 28814 コナミ東加古 中学 (2)

20 大内　海輝 ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

21 牛戸日向汰 ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

22 石川　　煌 ｲｼｶﾜ ｺｳ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

23 鳥塚瑛太郎 ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

24 小稲　　蓮 ｺｲﾈ ﾚﾝ 28817 ＮＳＩ西紀 中学 (3)

25 塚原　　蓮 ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

26 縄田　颯悟 ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ 28821 ＢＩＧ姫路 高校 (1)

27 梅本　乙樹 ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

28 三田　啓介 ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

29 小川　幹太 ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (4)

30 立石　　洸 ﾀﾃｲｼ ｺｳ 28824 コナミ西宮 高校 (1)

31 立石　　渉 ﾀﾃｲｼ ﾜﾀﾙ 28824 コナミ西宮 小学 (6)

32 阪本　禮斗 ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

33 園山　紘生 ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ 28825 コナミ明石 高校 (2)

34 惣輪　　温 ｿﾜ ｱﾂｷ 28825 コナミ明石 中学 (3)

35 福田　將真 ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ 28825 コナミ明石 中学 (2)

36 橋詰　陽汰 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ 28825 コナミ明石 中学 (1)

37 金子　晏久 ｶﾈｺ ﾊﾙﾋｻ 28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

38 中江　隆仁 ﾅｶｴ ﾀｶﾋﾄ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (2)

39 本田　優希 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

40 南　　宗佑 ﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

41 恩地　航平 ｵﾝﾁ ｺｳﾍｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

42 酒井　優全 ｻｶｲ ﾏｻｱｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

43 久保　志龍 ｸﾎﾞ ｼﾞﾖﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

44 前田　悠太 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 28831 ＫＴＶ垂水 高校 (3)

45 小山　悠斗 ｵﾔﾏ ﾕｳﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

46 永井俐馳亜 ﾅｶﾞｲ ﾘﾁｱ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (3)

47 森　　珠紀 ﾓﾘ ﾀﾏｷ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

48 小阪　琉碧 ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

49 森　　夕陽 ﾓﾘ ﾕｳﾋ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (4)

50 大橋　空翔 ｵｵﾊｼ ｿﾗ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (2)
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51 青木　浩亮 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

52 渡邊　竣哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

53 髙島　圭佑 ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ 28837 ＳＡ六甲道 中学 (3)

54 藤尾　和輝 ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ 28838 姫路ＳＳ 中学 (3)

55 内海　秀翔 ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ 28840 ＮＳＩ 高校 (1)

56 荒木　優誠 ｱﾗｷ ﾕｳｾｲ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

57 西村　翔眞 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

58 德原　詢也 ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 28849 ＪＳＳ尼宝 高校 (1)

59 岡﨑　一悟 ｵｶｻﾞｷ ｲﾁｺﾞ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

60 芝　　玄守 ｼﾊﾞ ｸﾛｽ 28857 ＮＳＩ神鉄 高校 (2)

61 内田　智大 ｳﾁﾀﾞ ﾁﾋﾛ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (2)

62 水谷　修大 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ 28860 コナミ三田 中学 (2)

63 野中　康貴 ﾉﾅｶ ｺｳｷ 28860 コナミ三田 中学 (2)

64 米田　知輝 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 28860 コナミ三田 中学 (1)

65 荻野　隼斗 ｵｷﾞﾉ ﾊﾔﾄ 28860 コナミ三田 小学 (5)

66 庄司　拓真 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ 28860 コナミ三田 小学 (5)

67 横山誠太郎 ﾖｺﾔﾏ ｾｲﾀﾛｳ 28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

68 船本　敬人 ﾌﾅﾓﾄ ｹｲﾄ 28867 ＧＵＮＺＥ 高校 (3)

69 中村　幸生 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

70 美崎剣志郎 ﾐｻｷ ｹﾝｼﾛｳ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

71 大森　達稀 ｵｵﾓﾘ ﾀﾂｷ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (2)

72 中塚　一真 ﾅｶﾂｶ ｲｯｼﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (2)

73 水田　大貴 ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛｷ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (3)

74 清水　梨功 ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (2)

75 佐藤煌太朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

76 宮野　蒼芭 ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

77 松尾　悠世 ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

78 神吉　玲登 ｶﾝｷ ﾚｲﾄ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

79 内海　暁翔 ｳﾂﾐ ｱｷﾄ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

80 玉利　大貴 ﾀﾏﾘ ﾀﾞｲｷ 28874 イトマン三田 中学 (1)

81 来住　尊斗 ｷｼ ﾐｺﾄ 28874 イトマン三田 中学 (1)

82 加藤　　翼 ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 28874 イトマン三田 小学 (6)

83 レッジークリスチ ﾚｯｼﾞｰ ｸﾘｽﾁｬﾝ 28876 ＮＳＩ豊岡 高校 (1)

84 浅貝　宇汰 ｱｻｶｲ ｳﾀ 28876 ＮＳＩ豊岡 高校 (1)

85 石田　桜介 ｲｼﾀﾞ ｵｳｽｹ 28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (5)

86 津田　瑛太 ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ 28880 イトマン西神 中学 (1)

87 社浦　大悟 ｼｬｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 28880 イトマン西神 中学 (1)

88 安田　裕雅 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 28880 イトマン西神 小学 (5)

89 田中　優音 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 28881 マック武庫川 中学 (3)

90 伊豆　啓吾 ｲｽﾞ ｹｲｺﾞ 28881 マック武庫川 小学 (4)

91 中山　恭之 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 28883 こうでら 小学 (6)

92 大野　遥斗 ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 28888 Aqスポレスト 中学 (1)

93 久留米歩武 ｸﾙﾒ ｱﾕﾑ 28892 ＮＳＩ津名 小学 (5)

94 直井　勇蔵 ﾅｵｲ ﾕｳｿﾞｳ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (3)

95 佐野　　聖 ｻﾉ ｺｳｷ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (3)

96 保田　侑槻 ﾔｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

97 坂田　　晴 ｻｶﾀ ﾊﾙ 28901 一宮ＳＳ 中学 (1)

98 宮藤　慶太 ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

99 藤原　悠吏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ 28903 Ａｑ神河 中学 (2)

100 津田　悠生 ﾂﾀﾞ ﾕｳ 28912 NSI南あわじ 高校 (2)
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101 上田　友稀 ｳｴﾀ ﾄﾓｷ 28912 NSI南あわじ 中学 (1)

102 山下　和真 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (6)

103 吉田　貴一 ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (5)

104 桂　　壮佑 ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ 28924 家島ＳＣ 中学 (1)

105 下野　真矢 ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ 28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

106 山田　稀介 ﾔﾏﾀﾞ ｷｽｹ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)

107 三昌　拓真 ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

108 松下　竣勇 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝﾄ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (4)
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1 三宅　啓介 ﾐﾔｹ ｹｲｽｹ 28385 明石清水高校 高校 (2)

2 川合　篤志 ｶﾜｲ ｱﾂｼ 28507 市立尼崎高校 高校 (2)

3 森田　泰生 ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ 28507 市立尼崎高校 高校 (2)

4 中村　陽太 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

5 松田　葉路 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ 28613 村野工業高校 高校 (1)

6 南田　真生 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｵ 28623 仁川学院高校 高校 (1)

7 末谷宗太郎 ｽｴﾀﾆ ｿｳﾀﾛｳ 28623 仁川学院高校 高校 (1)

8 松山　拓幹 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ 28801 イトマン川西 中学 (1)

9 松村　悠晃 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙﾋ 28801 イトマン川西 小学 (5)

10 岡部　煌輝 ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ 28805 塚口ＳＳ 中学 (1)

11 蛭子　翔馬 ｴﾋﾞｽ ｼｮｳﾏ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

12 山本有希也 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾔ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (3)

13 北田　郁磨 ｷﾀﾀﾞ ｲｸﾏ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

14 福本　脩哉 ﾌｸﾓﾄ ｼｭｳﾔ 28814 コナミ東加古 中学 (2)

15 森本　夏生 ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ 28814 コナミ東加古 中学 (1)

16 大内　海輝 ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

17 石川　　煌 ｲｼｶﾜ ｺｳ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

18 鳥塚瑛太郎 ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

19 田中琥汰郎 ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

20 吉浦　立稀 ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

21 吉浦　育飛 ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

22 阪本　禮斗 ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

23 惣輪　　温 ｿﾜ ｱﾂｷ 28825 コナミ明石 中学 (3)

24 橋詰　陽汰 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ 28825 コナミ明石 中学 (1)

25 永木　祐莉 ﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ 28825 コナミ明石 小学 (6)

26 山澤　力樹 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (3)

27 中江　隆仁 ﾅｶｴ ﾀｶﾋﾄ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (2)

28 加藤　航太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (2)

29 恩地　航平 ｵﾝﾁ ｺｳﾍｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

30 永井俐馳亜 ﾅｶﾞｲ ﾘﾁｱ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (3)

31 森　　珠紀 ﾓﾘ ﾀﾏｷ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

32 竹内　　悠 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

33 小阪　琉碧 ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (6)

34 森　　夕陽 ﾓﾘ ﾕｳﾋ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (4)

35 竹内　陽祐 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

36 青木　浩亮 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

37 髙島　圭佑 ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ 28837 ＳＡ六甲道 中学 (3)

38 内海　秀翔 ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ 28840 ＮＳＩ 高校 (1)

39 岡﨑　一悟 ｵｶｻﾞｷ ｲﾁｺﾞ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

40 芝　　玄守 ｼﾊﾞ ｸﾛｽ 28857 ＮＳＩ神鉄 高校 (2)

41 内田　智大 ｳﾁﾀﾞ ﾁﾋﾛ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (2)

42 篠﨑　　悠 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (2)

43 水谷　修大 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ 28860 コナミ三田 中学 (2)

44 米田　知輝 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 28860 コナミ三田 中学 (1)

45 荻野　隼斗 ｵｷﾞﾉ ﾊﾔﾄ 28860 コナミ三田 小学 (5)

46 平山　喜大 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 28866 ＳＵＮ加西 中学 (1)

47 中村　幸生 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

48 美崎剣志郎 ﾐｻｷ ｹﾝｼﾛｳ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

49 大森　達稀 ｵｵﾓﾘ ﾀﾂｷ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (2)

50 玉利　大貴 ﾀﾏﾘ ﾀﾞｲｷ 28874 イトマン三田 中学 (1)
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51 来住　尊斗 ｷｼ ﾐｺﾄ 28874 イトマン三田 中学 (1)

52 加藤　　翼 ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 28874 イトマン三田 小学 (6)

53 中山　和樹 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

54 石田　拓也 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 28876 ＮＳＩ豊岡 高校 (1)

55 石田　桜介 ｲｼﾀﾞ ｵｳｽｹ 28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (5)

56 社浦　大悟 ｼｬｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 28880 イトマン西神 中学 (1)

57 安田　裕雅 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 28880 イトマン西神 小学 (5)

58 中山　恭之 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 28883 こうでら 小学 (6)

59 池間　志絆 ｲｹﾏ ｼｷ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

60 石倉　大聖 ｲｼｸﾗ ﾀｲｾｲ 28887 マック加古川 小学 (6)

61 大野　遥斗 ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 28888 Aqスポレスト 中学 (1)

62 直井進太郎 ﾅｵｲ ｼﾝﾀﾛｳ 28899 ＪＳＳ北神戸 高校 (1)

63 保田　侑槻 ﾔｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

64 梅鉢　大斗 ｳﾒﾊﾞﾁ ﾔﾏﾄ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

65 下田　絢斗 ｼﾓﾀﾞ ｱﾔﾄ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

66 保田　光槻 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (1)

67 佐々木　奏 ｻｻｷ ｶﾅﾃﾞ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

68 北野　　永 ｷﾀﾉ ﾊﾙｶ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

69 加登　煌翔 ｶﾄｳ ｷﾗﾄ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (5)

70 坂田　　晴 ｻｶﾀ ﾊﾙ 28901 一宮ＳＳ 中学 (1)

71 藤原　悠吏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ 28903 Ａｑ神河 中学 (2)

72 津田　悠生 ﾂﾀﾞ ﾕｳ 28912 NSI南あわじ 高校 (2)

73 山下　和真 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (6)
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男子 自由形 400m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 末谷宗太郎 ｽｴﾀﾆ ｿｳﾀﾛｳ 28623 仁川学院高校 高校 (1)

2 岡部　煌輝 ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ 28805 塚口ＳＳ 中学 (1)

3 森本　純矢 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 28814 コナミ東加古 中学 (3)

4 小枝　遼平 ｺｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 28814 コナミ東加古 中学 (2)

5 松岡　颯人 ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ 28814 コナミ東加古 中学 (2)

6 森本　夏生 ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ 28814 コナミ東加古 中学 (1)

7 上阪　　潤 ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ 28814 コナミ東加古 中学 (1)

8 牛戸日向汰 ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ 28815 イトマン神戸 中学 (1)

9 上岡　凌太 ｶﾐｵｶ ﾘｮｳﾀ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

10 吉浦　立稀 ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

11 縄田　航希 ﾅﾜﾀ ｺｳｷ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (1)

12 惣輪　　温 ｿﾜ ｱﾂｷ 28825 コナミ明石 中学 (3)

13 小西　結斗 ｺﾆｼ ﾕｲﾄ 28825 コナミ明石 中学 (2)

14 橋詰　陽汰 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ 28825 コナミ明石 中学 (1)

15 加藤　航太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (2)

16 竹腰　大悟 ﾀｹｺｼ ﾀﾞｲｺﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

17 竹内　　悠 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

18 竹内　陽祐 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

19 青木　浩亮 ｱｵｷ ｺｳｽｹ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

20 辻阪　昭弘 ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ 28840 ＮＳＩ 高校 (1)

21 篠﨑　　悠 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (2)

22 水谷　修大 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ 28860 コナミ三田 中学 (2)

23 米田　知輝 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ 28860 コナミ三田 中学 (1)

24 平山　喜大 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 28866 ＳＵＮ加西 中学 (1)

25 来住　尊斗 ｷｼ ﾐｺﾄ 28874 イトマン三田 中学 (1)

26 石田　拓也 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 28876 ＮＳＩ豊岡 高校 (1)

27 直井進太郎 ﾅｵｲ ｼﾝﾀﾛｳ 28899 ＪＳＳ北神戸 高校 (1)

28 梅鉢　大斗 ｳﾒﾊﾞﾁ ﾔﾏﾄ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

29 坂田　　晴 ｻｶﾀ ﾊﾙ 28901 一宮ＳＳ 中学 (1)

30 藤原　悠吏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ 28903 Ａｑ神河 中学 (2)
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男子 自由形 1500m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 森本　純矢 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 28814 コナミ東加古 中学 (3)

2 小枝　遼平 ｺｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 28814 コナミ東加古 中学 (2)

3 松岡　颯人 ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ 28814 コナミ東加古 中学 (2)

4 小西　結斗 ｺﾆｼ ﾕｲﾄ 28825 コナミ明石 中学 (2)

5 竹腰　大悟 ﾀｹｺｼ ﾀﾞｲｺﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

6 大川　翔永 ｵｵｶﾜ ｼｮｳｴｲ 28838 姫路ＳＳ 中学 (3)

7 辻阪　昭弘 ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ 28840 ＮＳＩ 高校 (1)

8 篠﨑　　悠 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (2)

9 山本　匠真 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾏ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)
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男子 背泳ぎ 50m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 多田　大悟 ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 28385 明石清水高校 高校 (1)

2 北　　直音 ｷﾀ ﾅｵﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

3 石川　　颯 ｲｼｶﾜ ｿｳ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

4 杉原　叶真 ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｳﾏ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

5 力石　琉聖 ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

6 七藏司隆斗 ﾅﾅｿﾞｳｼ ﾘｭｳﾄ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

7 今城　湧斗 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 28820 イトマン西宮 小学 (3)

8 杉本　朋哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

9 森本　　陽 ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

10 鵜野　颯輝 ｳﾉ ｻﾂｷ 28826 ＮＳＩパール 小学 (6)

11 髙岡　陽介 ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

12 林崎　　蓮 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾚﾝ 28831 ＫＴＶ垂水 高校 (2)

13 藤原　将人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (3)

14 森田　将生 ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

15 頼末　陽太 ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ 28865 尼崎市スポ振 小学 (6)

16 竹本麟汰朗 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

17 大木　悠冴 ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

18 香川　幸城 ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

19 沖中　拓正 ｵｷﾅｶ ﾀｸﾏｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

20 平野　晴人 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (4)

21 沖村　恒祐 ｵｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 (2)

22 藤波　祥景 ﾌｼﾞﾅﾐ ｼｮｳｹｲ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (6)
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男子 背泳ぎ 100m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 多田　大悟 ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 28385 明石清水高校 高校 (1)

2 袖野　椋可 ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ 28507 市立尼崎高校 高校 (3)

3 小澤　大地 ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

4 今井　詠奏 ｲﾏｲ ｳﾀ 28805 塚口ＳＳ 中学 (2)

5 濵口　　創 ﾊﾏｸﾞﾁ ｿｳ 28807 ＮＳＩ姫路 中学 (3)

6 北田　郁磨 ｷﾀﾀﾞ ｲｸﾏ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

7 北　　直音 ｷﾀ ﾅｵﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

8 七藏司隆斗 ﾅﾅｿﾞｳｼ ﾘｭｳﾄ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

9 鵜野　颯輝 ｳﾉ ｻﾂｷ 28826 ＮＳＩパール 小学 (6)

10 酒井　優全 ｻｶｲ ﾏｻｱｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

11 林崎　　蓮 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾚﾝ 28831 ＫＴＶ垂水 高校 (2)

12 小山　悠斗 ｵﾔﾏ ﾕｳﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

13 渡邊　竣哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

14 荒木　優誠 ｱﾗｷ ﾕｳｾｲ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

15 連田　颯真 ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

16 森田　将生 ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

17 庄司　拓真 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ 28860 コナミ三田 小学 (5)

18 頼末　陽太 ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ 28865 尼崎市スポ振 小学 (6)

19 竹本麟汰朗 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

20 大木　悠冴 ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

21 清水　梨功 ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (2)

22 松尾　悠世 ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

23 西雄　友隼 ﾆｼｵ ﾕｳﾄ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

24 平野　晴人 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (4)

25 津田　琉生 ﾂﾀﾞ ﾙｲ 28912 NSI南あわじ 中学 (2)

26 沖村　恒祐 ｵｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 (2)

27 藤波　祥景 ﾌｼﾞﾅﾐ ｼｮｳｹｲ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (6)

28 桂　　壮佑 ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ 28924 家島ＳＣ 中学 (1)
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男子 背泳ぎ 200m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 袖野　椋可 ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ 28507 市立尼崎高校 高校 (3)

2 小澤　大地 ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

3 今井　詠奏 ｲﾏｲ ｳﾀ 28805 塚口ＳＳ 中学 (2)

4 永本　空澄 ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ 28805 塚口ＳＳ 中学 (1)

5 北田　郁磨 ｷﾀﾀﾞ ｲｸﾏ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

6 連田　颯真 ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

7 大木　悠冴 ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

8 清水　梨功 ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (2)

9 宮野　蒼芭 ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

10 西雄　友隼 ﾆｼｵ ﾕｳﾄ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

11 沖村　恒祐 ｵｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 (2)

2022/2/2 7:07 13/42 ページ



男子 平泳ぎ 50m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 古閑　竜輝 ｺｶﾞ ﾘｭｳｷ 28385 明石清水高校 高校 (1)

2 木下　泰乙 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ 28507 市立尼崎高校 高校 (2)

3 八塚弘太郎 ﾔﾂﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

4 藤田　雄成 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

5 尾﨑　勇飛 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾋ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

6 山城　琉生 ﾔﾏｼﾛ ﾙｲ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

7 坂口　大知 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

8 石川　　颯 ｲｼｶﾜ ｿｳ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

9 谷田　康晟 ﾀﾆﾀﾞ ｺｳｾｲ 28817 ＮＳＩ西紀 中学 (2)

10 藤原　将人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (3)

11 木村聡一郎 ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

12 田淵　康介 ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｽｹ 28842 ＳＴ赤穂 高校 (3)

13 山田　優士 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (1)

14 藤井虎太朗 ﾌｼﾞｲ ｺﾀﾛｳ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (1)

15 間彦　秀亮 ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

16 木元　侶衣 ｷﾓﾄ ﾛｲ 28874 イトマン三田 中学 (2)

17 山本　幹人 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

18 皆越　　翔 ﾐﾅｺｼ ｶｹﾙ 28880 イトマン西神 小学 (6)

19 皆越　　翼 ﾐﾅｺｼ ﾂﾊﾞｻ 28880 イトマン西神 小学 (4)

20 玉田　竜翔 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 28880 イトマン西神 小学 (3)

21 伴　　陸功 ﾊﾞﾝ ﾘｸ 28883 こうでら 高校 (2)

22 藤尾　怜生 ﾌｼﾞｵ ﾚｲ 28883 こうでら 小学 (6)

23 山口　夏生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

24 大西　櫂吏 ｵｵﾆｼ ｶｲﾘ 28887 マック加古川 小学 (4)

25 久保　　翔 ｸﾎﾞ ｶｹﾙ 28904 Ａｑ相生 高校 (1)

26 藤原　裕生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 28915 貴崎ａｓｋ 高校 (3)

27 田中　遥也 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾔ 28915 貴崎ａｓｋ 高校 (1)

28 南　　康介 ﾐﾅﾐ ｺｳｽｹ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (5)

29 竹中　伯燿 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ 28924 家島ＳＣ 中学 (1)
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男子 平泳ぎ 100m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 古閑　竜輝 ｺｶﾞ ﾘｭｳｷ 28385 明石清水高校 高校 (1)

2 木下　泰乙 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ 28507 市立尼崎高校 高校 (2)

3 八塚弘太郎 ﾔﾂﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

4 杉本　和真 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 28805 塚口ＳＳ 中学 (2)

5 永本　空澄 ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ 28805 塚口ＳＳ 中学 (1)

6 木下　兼輔 ｷﾉｼﾀ ｹﾝｽｹ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

7 山城　琉生 ﾔﾏｼﾛ ﾙｲ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

8 卯野　諒成 ｳﾉ ﾘｮｳｾｲ 28816 Ｓ・パティオ 高校 (2)

9 追立　楓人 ｵｲﾀﾃ ﾌｳﾄ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

10 土田　卓実 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 28825 コナミ明石 中学 (3)

11 具志　一諒 ｸﾞｼ ｶｽﾞｱｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 高校 (2)

12 梅﨑　大樹 ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ 28831 ＫＴＶ垂水 高校 (1)

13 首藤　功樹 ｼｭﾄﾞｳ ｺｳｷ 28838 姫路ＳＳ 小学 (6)

14 尾上　颯仁 ｵﾉｳｴ ﾊﾔﾄ 28838 姫路ＳＳ 小学 (6)

15 山田　優士 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (1)

16 藤井虎太朗 ﾌｼﾞｲ ｺﾀﾛｳ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (1)

17 神吉　玲登 ｶﾝｷ ﾚｲﾄ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

18 間彦　秀亮 ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

19 木元　侶衣 ｷﾓﾄ ﾛｲ 28874 イトマン三田 中学 (2)

20 山本　幹人 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

21 谷口　昊真 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾏ 28876 ＮＳＩ豊岡 中学 (2)

22 皆越　　翔 ﾐﾅｺｼ ｶｹﾙ 28880 イトマン西神 小学 (6)

23 伴　　陸功 ﾊﾞﾝ ﾘｸ 28883 こうでら 高校 (2)

24 藤尾　怜生 ﾌｼﾞｵ ﾚｲ 28883 こうでら 小学 (6)

25 久保　　翔 ｸﾎﾞ ｶｹﾙ 28904 Ａｑ相生 高校 (1)

26 田中　遥也 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾔ 28915 貴崎ａｓｋ 高校 (1)

27 南　　康介 ﾐﾅﾐ ｺｳｽｹ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (5)

28 竹中　伯燿 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ 28924 家島ＳＣ 中学 (1)
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男子 平泳ぎ 200m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 木下　泰乙 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ 28507 市立尼崎高校 高校 (2)

2 八塚弘太郎 ﾔﾂﾂﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

3 仁川　遥斗 ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ 28805 塚口ＳＳ 中学 (3)

4 杉本　和真 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 28805 塚口ＳＳ 中学 (2)

5 卯野　諒成 ｳﾉ ﾘｮｳｾｲ 28816 Ｓ・パティオ 高校 (2)

6 追立　楓人 ｵｲﾀﾃ ﾌｳﾄ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

7 土田　卓実 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 28825 コナミ明石 中学 (3)

8 具志　一諒 ｸﾞｼ ｶｽﾞｱｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 高校 (2)

9 山田　優士 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (1)

10 木下倫太郎 ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (2)

11 伴　　陸功 ﾊﾞﾝ ﾘｸ 28883 こうでら 高校 (2)

12 竹中　伯燿 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ 28924 家島ＳＣ 中学 (1)
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男子 バタフライ 50m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 三宅　啓介 ﾐﾔｹ ｹｲｽｹ 28385 明石清水高校 高校 (2)

2 藤原　陸豊 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸﾄ 28801 イトマン川西 小学 (3)

3 塩見　拓真 ｼｵﾐ ﾀｸﾏ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

4 大内　昊河 ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

5 安川　尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

6 力石　琉聖 ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

7 山本　拓馬 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾏ 28817 ＮＳＩ西紀 中学 (1)

8 塚原　　馴 ﾂｶﾊﾗ ｼｭﾝ 28820 イトマン西宮 小学 (5)

9 堀内　直希 ﾎﾘｳﾁ ﾅｵｷ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

10 森本　　陽 ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

11 吉田　智栄 ﾖｼﾀﾞ ﾁｴｲ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (2)

12 久保　志龍 ｸﾎﾞ ｼﾞﾖﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

13 渡邊　智哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (5)

14 薦田　琉生 ｺﾓﾀﾞ ﾙｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

15 中川　晃仁 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

16 川野　泰雅 ｶﾜﾉ ﾀｲｶﾞ 28866 ＳＵＮ加西 高校 (1)

17 沖中　拓正 ｵｷﾅｶ ﾀｸﾏｻ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (2)

18 津田　優司 ﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 28880 イトマン西神 小学 (4)

19 松本　章登 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾄ 28880 イトマン西神 小学 (4)

20 玉田　竜翔 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 28880 イトマン西神 小学 (3)

21 山本　隼士 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

22 野口　凱生 ﾉｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

23 宮藤　慶太 ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ 28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

24 河野　瑛甫 ｶﾜﾉ ｴｲｽｹ 28904 Ａｑ相生 中学 (2)

25 田川　颯良 ﾀｶﾞﾜ ｿﾗ 28905 ＮＳＩ青垣 小学 (5)

26 吉川　幸輝 ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (6)

27 三宅　宗良 ﾐﾔｹ ｿﾗ 28926 ＳＴ淡路 高校 (2)
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男子 バタフライ 100m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 三宅　啓介 ﾐﾔｹ ｹｲｽｹ 28385 明石清水高校 高校 (2)

2 渡邊　洸輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 28507 市立尼崎高校 高校 (2)

3 藤本　惇平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 28603 関西学院高等 高校 (2)

4 山本有希也 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾔ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (3)

5 藤田　悠輔 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

6 立石　　洸 ﾀﾃｲｼ ｺｳ 28824 コナミ西宮 高校 (1)

7 山澤　力樹 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (3)

8 中西　　奏 ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾃﾞ 28829 ＪＳＳ宝塚 高校 (2)

9 芦田　悠太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

10 薦田　琉生 ｺﾓﾀﾞ ﾙｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

11 庄司　拓真 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ 28860 コナミ三田 小学 (5)

12 川野　泰雅 ｶﾜﾉ ﾀｲｶﾞ 28866 ＳＵＮ加西 高校 (1)

13 中村　幸生 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

14 八十　　碧 ﾔｿ ｱｵｲ 28872 ＳＵＮ網干 高校 (2)

15 山本　隼士 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 28888 Aqスポレスト 小学 (5)

16 野口　凱生 ﾉｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

17 河野　瑛甫 ｶﾜﾉ ｴｲｽｹ 28904 Ａｑ相生 中学 (2)

18 上田　友稀 ｳｴﾀ ﾄﾓｷ 28912 NSI南あわじ 中学 (1)

19 屋村　優斗 ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校 (1)

20 三宅　宗良 ﾐﾔｹ ｿﾗ 28926 ＳＴ淡路 高校 (2)
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男子 バタフライ 200m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 山澤　力樹 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ 28828 ＮＳＩ本山 中学 (3)

2 八十　　碧 ﾔｿ ｱｵｲ 28872 ＳＵＮ網干 高校 (2)

3 三宅　宗良 ﾐﾔｹ ｿﾗ 28926 ＳＴ淡路 高校 (2)
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男子 個人メドレー 200m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 馬場　冬真 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ 28603 関西学院高等 高校 (2)

2 松山　拓幹 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ 28801 イトマン川西 中学 (1)

3 小物谷悠人 ｺﾓﾉﾔ ﾕｳﾄ 28801 イトマン川西 小学 (4)

4 西野　晴紀 ﾆｼﾉ ﾊﾙｷ 28801 イトマン川西 小学 (4)

5 仁川　遥斗 ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ 28805 塚口ＳＳ 中学 (3)

6 松永　寛汰 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ 28805 塚口ＳＳ 中学 (3)

7 塩見　拓真 ｼｵﾐ ﾀｸﾏ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

8 藤田　雄成 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

9 大内　昊河 ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

10 尾﨑　勇飛 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾋ 28815 イトマン神戸 小学 (5)

11 石川　　颯 ｲｼｶﾜ ｿｳ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

12 杉原　叶真 ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｳﾏ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

13 大東　世直 ｵｵﾋｶﾞｼ ｾﾅ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

14 谷田　康晟 ﾀﾆﾀﾞ ｺｳｾｲ 28817 ＮＳＩ西紀 中学 (2)

15 大谷　勇斗 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ 28820 イトマン西宮 高校 (2)

16 原　　直樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 28820 イトマン西宮 中学 (2)

17 吉浦　育飛 ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

18 永木　祐莉 ﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ 28825 コナミ明石 小学 (6)

19 奥井　晶稀 ｵｸｲ ﾏｻｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (3)

20 南　　宗佑 ﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

21 竹腰　基佑 ﾀｹｺｼ ｷｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

22 髙岡　陽介 ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

23 上之原佑樹 ｳｴﾉﾊﾗ ﾕｳｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

24 酒井　優全 ｻｶｲ ﾏｻｱｷ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

25 溝口　大翔 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

26 渡邊　竣哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

27 尾上　颯仁 ｵﾉｳｴ ﾊﾔﾄ 28838 姫路ＳＳ 小学 (6)

28 木村聡一郎 ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

29 井口　陽翔 ｲｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

30 上林　　意 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 28843 ＪＳＳ川西 高校 (2)

31 平野　維吹 ﾋﾗﾉ ｲﾌﾞｷ 28843 ＪＳＳ川西 中学 (2)

32 西村　翔眞 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

33 薦田　琉生 ｺﾓﾀﾞ ﾙｲ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

34 山本　匠真 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾏ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

35 野中　康貴 ﾉﾅｶ ｺｳｷ 28860 コナミ三田 中学 (2)

36 濱井　奏人 ﾊﾏｲ ｶﾅﾄ 28860 コナミ三田 小学 (3)

37 竹本麟汰朗 ﾀｹﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

38 松尾　悠世 ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (1)

39 三浦亜翔夢 ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

40 東藤　寛人 ﾄｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

41 香川　幸城 ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (3)

42 木下倫太郎 ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 28872 ＳＵＮ網干 中学 (2)

43 来住　柚紀 ｷｼ ﾕｽﾞｷ 28874 イトマン三田 小学 (4)

44 山本　幹人 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾄ 28875 ＪＳＳ姫路 小学 (4)

45 谷口　正眞 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾏ 28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (3)

46 津田　瑛太 ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ 28880 イトマン西神 中学 (1)

47 玉田　竜翔 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 28880 イトマン西神 小学 (3)

48 伊豆　啓吾 ｲｽﾞ ｹｲｺﾞ 28881 マック武庫川 小学 (4)

49 池間　志絆 ｲｹﾏ ｼｷ 28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

50 大西　櫂吏 ｵｵﾆｼ ｶｲﾘ 28887 マック加古川 小学 (4)
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男子 個人メドレー 200m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

51 中村青太郎 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 28887 マック加古川 小学 (4)

52 橋本　莉央 ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ 28887 マック加古川 小学 (4)

53 佐々木　奏 ｻｻｷ ｶﾅﾃﾞ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

54 野口　凱生 ﾉｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

55 加登　煌翔 ｶﾄｳ ｷﾗﾄ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (5)

56 平野　晴人 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾄ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (4)

57 岩野　　渉 ｲﾜﾉ ﾜﾀﾙ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

58 河野　瑛甫 ｶﾜﾉ ｴｲｽｹ 28904 Ａｑ相生 中学 (2)

59 田川　颯良 ﾀｶﾞﾜ ｿﾗ 28905 ＮＳＩ青垣 小学 (5)

60 津田　琉生 ﾂﾀﾞ ﾙｲ 28912 NSI南あわじ 中学 (2)

61 藪田　凰希 ﾔﾌﾞﾀ ｵｳｷ 28912 NSI南あわじ 小学 (5)

62 屋村　優斗 ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校 (1)
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男子 個人メドレー 400m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 松永　寛汰 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ 28805 塚口ＳＳ 中学 (3)

2 大谷　勇斗 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ 28820 イトマン西宮 高校 (2)

3 松谷　一翔 ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ 28831 ＫＴＶ垂水 中学 (2)

4 野中　康貴 ﾉﾅｶ ｺｳｷ 28860 コナミ三田 中学 (2)

5 屋村　優斗 ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校 (1)
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女子 自由形 50m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 福﨑　彩花 ﾌｸｻｷ ｱﾔｶ 28347 兵庫工業高校 高校 (2)

2 山元　悠郁 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

3 伊藤あや乃 ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

4 須佐美玲乃 ｽｻﾐ ﾚﾉ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

5 平井　咲杏 ﾋﾗｲ ｻﾅ 28603 関西学院高等 高校 (2)

6 田口　　遥 ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 28603 関西学院高等 高校 (1)

7 福井恵利子 ﾌｸｲ ｴﾘｺ 28801 イトマン川西 小学 (6)

8 田中　　椛 ﾀﾅｶ ﾓﾐｼﾞ 28801 イトマン川西 小学 (6)

9 山野　心寧 ﾔﾏﾉ ｺｺﾈ 28801 イトマン川西 小学 (5)

10 川村　心咲 ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 28801 イトマン川西 小学 (4)

11 荒本　結衣 ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ 28805 塚口ＳＳ 中学 (1)

12 藥師　萌雅 ﾔｸｼ ﾒｲｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

13 比嘉　杏佳 ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

14 石井　　涼 ｲｼｲ ｽｽﾞ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

15 岡部　紗英 ｵｶﾍﾞ ｻｴ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

16 皐月　　光 ｻﾂｷ ﾋｶﾙ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

17 髙馬　彩瑶 ｺｳﾏ ｲﾖ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (5)

18 西山　　暖 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (3)

19 松本　涼音 ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (1)

20 榎本　彩加 ｴﾉﾓﾄ ｱﾔｶ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

21 戸田菜々美 ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

22 福本　眞央 ﾌｸﾓﾄ ﾏﾋﾛ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

23 河本　紗良 ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

24 大野　莉音 ｵｵﾉ ﾘｵﾝ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

25 河本　莉桜 ｶﾜﾓﾄ ﾘｵ 28814 コナミ東加古 小学 (3)

26 野村　芽生 ﾉﾑﾗ ﾒｲ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

27 寺本莉佳子 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

28 井本　奈那 ｲﾓﾄ ﾅﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

29 野口　結奈 ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

30 藤川　愛菜 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

31 村田　彩心 ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

32 古賀　月菜 ｺｶﾞ ﾙﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

33 山城　杏未 ﾔﾏｼﾛ ｱﾐ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

34 川口　羽音 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾉﾝ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

35 川崎　柚季 ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞｷ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

36 加藤　彩理 ｶﾄｳ ｲｵﾘ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (4)

37 森　　花穂 ﾓﾘ ｶﾎ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (4)

38 谷田　真央 ﾀﾆﾀﾞ ﾏｵ 28817 ＮＳＩ西紀 小学 (5)

39 畑　ことみ ﾊﾀ ｺﾄﾐ 28817 ＮＳＩ西紀 小学 (5)

40 前田　彩乃 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾉ 28820 イトマン西宮 中学 (3)

41 田中　桜子 ﾀﾅｶ ｻｸﾗｺ 28820 イトマン西宮 小学 (4)

42 小川　彩莉 ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾘ 28820 イトマン西宮 小学 (4)

43 阿部　杏奈 ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ 28820 イトマン西宮 小学 (4)

44 小寺　心結 ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (1)

45 長谷川奈々 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

46 清王　梨花 ｾｲｵｳ ﾘﾝｶ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

47 坂井　真帆 ｻｶｲ ﾏﾎ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

48 田口こはる ﾀｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

49 西森　友咲 ﾆｼﾓﾘ ﾕｳﾐ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

50 三宅　咲織 ﾐﾔｹ ｻｵﾘ 28824 コナミ西宮 小学 (6)

2022/2/2 7:07 23/42 ページ



女子 自由形 50m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

51 青木　凛菜 ｱｵｷ ﾘﾝﾅ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

52 定　　茉南 ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

53 林　　莉央 ﾊﾔｼ ﾘｵ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

54 小口　湊音 ｵｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

55 小口　琴音 ｵｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

56 安田　凜咲 ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

57 定　　澪莉 ｻﾀﾞ ﾐｵﾘ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

58 梅崎　　杏 ｳﾒｻﾞｷ ｱﾝ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

59 南口　百花 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

60 浅野　智菜 ｱｻﾉ ﾁﾅ 28825 コナミ明石 小学 (4)

61 原田　七海 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

62 伊藤日依梨 ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

63 久保　美寧 ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

64 田内　冬華 ﾀｳﾁ ﾌﾕｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

65 池田　照子 ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｺ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

66 吉本　樹里 ﾖｼﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

67 田中　愛菜 ﾀﾅｶ ｱｲﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

68 宮城玲衣花 ﾐﾔｷﾞ ﾚｲｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

69 合葉　愛美 ｱｲﾊﾞ ﾏﾅﾐ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (1)

70 平井　那歩 ﾋﾗｲ ﾅｵ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

71 合葉　安香 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｶ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

72 藤原　真希 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｷ 28833 ＮＳＩ御影 小学 (4)

73 明石　　鈴 ｱｶｼ ﾘﾝ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

74 明石　凜真 ｱｶｼ ﾘﾏ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

75 大園　陽詩 ｵｵｿﾞﾉ ﾋﾅﾀ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (1)

76 米虫　　彩 ﾖﾈﾑｼ ｱﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (1)

77 安田　　新 ﾔｽﾀﾞ ｱﾗﾀ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (4)

78 熊田　日和 ｸﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ 28838 姫路ＳＳ 高校 (2)

79 田中　陽乃 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉ 28838 姫路ＳＳ 小学 (6)

80 田靡すみれ ﾀﾅﾋﾞｷ ｽﾐﾚ 28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

81 岡　　彩春 ｵｶ ｲﾛﾊ 28838 姫路ＳＳ 小学 (3)

82 渡邉彩美理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐﾘ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

83 鈴木　葵絆 ｽｽﾞｷ ｷｽﾞﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

84 大成　和花 ﾀﾞｲﾅﾘ ﾜｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

85 小坂　杏珠 ｺｻｶ ｱﾝｼﾞｭ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

86 山下　希実 ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ 28849 ＪＳＳ尼宝 高校 (2)

87 德原　美玖 ﾄｸﾊﾗ ﾐｸ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

88 遠藤ましろ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

89 神谷　優月 ｶﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ 28857 ＮＳＩ神鉄 高校 (2)

90 北本　　樹 ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ 28860 コナミ三田 小学 (6)

91 大西　彩生 ｵｵﾆｼ ｻｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

92 松野　寿音 ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾈ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

93 荒木　未空 ｱﾗｷ ﾐｸ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

94 久保　柚月 ｸﾎﾞ ﾕｽﾞｷ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

95 井上　華凜 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

96 小西　結椛 ｺﾆｼ ﾕｲｶ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

97 浅見　愛夏 ｱｻﾐ ｱｲｶ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

98 野村　陽心 ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋ 28874 イトマン三田 中学 (1)

99 水野　歩未 ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾐ 28874 イトマン三田 小学 (6)

100 石田　愛沙 ｲｼﾀﾞ ｱｽﾅ 28874 イトマン三田 小学 (5)
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女子 自由形 50m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

101 本荘　奈月 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

102 岡本　彩羽 ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ 28874 イトマン三田 小学 (5)

103 玉利　愛佳 ﾀﾏﾘ ｱｲｶ 28874 イトマン三田 小学 (4)

104 岡馬　愛琉 ｵｶﾊﾞ ｱｲﾙ 28874 イトマン三田 小学 (4)

105 柳田　　澪 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｵ 28874 イトマン三田 小学 (4)

106 寺田　桜彩 ﾃﾗﾀﾞ ｻｱﾔ 28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (6)

107 寺田　彩乃 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔﾉ 28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (4)

108 伊藤　　育 ｲﾄｳ ﾊｸﾞﾐ 28880 イトマン西神 小学 (6)

109 谷川原結音 ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾕﾉﾝ 28880 イトマン西神 小学 (3)

110 藤川あかり ﾌｼﾞｶﾜ ｱｶﾘ 28880 イトマン西神 小学 (3)

111 竹内美彩乙 ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ 28880 イトマン西神 小学 (3)

112 船越　彩芭 ﾌﾅｺｼ ｲﾛﾊ 28886 高砂ＦＣ 小学 (6)

113 中島　凛音 ﾅｶｼﾏ ﾘｵﾝ 28886 高砂ＦＣ 小学 (4)

114 吉田　小捺 ﾖｼﾀﾞ ｺﾅﾂ 28886 高砂ＦＣ 小学 (4)

115 宮﨑陽菜乃 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ 28887 マック加古川 中学 (1)

116 伊藤　瑠伽 ｲﾄｳ ﾙｶ 28887 マック加古川 小学 (4)

117 大山　陽愛 ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ 28887 マック加古川 小学 (4)

118 丸井　花音 ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ 28888 Aqスポレスト 高校 (2)

119 江口　　舞 ｴｸﾞﾁ ﾏｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (6)

120 松田　風羽 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾜ 28892 ＮＳＩ津名 小学 (6)

121 橋本　　樹 ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

122 西山　結菜 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾅ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

123 西山　真帆 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

124 足立　澪音 ｱﾀﾞﾁ ﾐｵﾈ 28905 ＮＳＩ青垣 高校 (1)

125 村岡　紗弥 ﾑﾗｵｶ ｻﾔ 28905 ＮＳＩ青垣 中学 (2)

126 友重　智美 ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ 28914 神戸北町Vivo 中学 (3)

127 阪本　望帆 ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ 28914 神戸北町Vivo 中学 (2)

128 佐藤　芽衣 ｻﾄｳ ﾒｲ 28915 貴崎ａｓｋ 小学 (6)

129 新井　紫乃 ｱﾗｲ ｼﾉ 28915 貴崎ａｓｋ 小学 (5)

130 坂井　輝星 ｻｶｲ ｷﾗﾗ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (5)

131 澤村　美寿 ｻﾜﾑﾗ ﾐｺﾄ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (5)

132 橋本　心花 ﾊｼﾓﾄ ｺｺﾅ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (4)

133 髙橋　美桜 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (3)

134 佐伯　星奈 ｻｴｷ ｾﾅ 28923 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学 (1)

135 西本帆乃夏 ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (2)

136 坂本　初音 ｻｶﾓﾄ ﾊﾂﾈ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

137 坂本　奏芽 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾒ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)
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女子 自由形 100m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 山元　悠郁 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

2 伊藤あや乃 ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

3 須佐美玲乃 ｽｻﾐ ﾚﾉ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

4 田口　　遥 ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 28603 関西学院高等 高校 (1)

5 福井恵利子 ﾌｸｲ ｴﾘｺ 28801 イトマン川西 小学 (6)

6 田中　　椛 ﾀﾅｶ ﾓﾐｼﾞ 28801 イトマン川西 小学 (6)

7 比嘉　杏佳 ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

8 大津輪紗弥 ｵｵﾂﾜ ｻﾔ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

9 石井　　涼 ｲｼｲ ｽｽﾞ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

10 桑山　木実 ｸﾜﾔﾏ ｺﾉﾐ 28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

11 西山　　暖 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (3)

12 松本　涼音 ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (1)

13 箱根ひなた ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (4)

14 戸田菜々美 ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

15 福本　眞央 ﾌｸﾓﾄ ﾏﾋﾛ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

16 河本　紗良 ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

17 野村　芽生 ﾉﾑﾗ ﾒｲ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

18 高谷　香帆 ﾀｶﾔ ｶﾎ 28816 Ｓ・パティオ 高校 (1)

19 川崎　柚季 ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞｷ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

20 畑　ことみ ﾊﾀ ｺﾄﾐ 28817 ＮＳＩ西紀 小学 (5)

21 前田　彩乃 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾉ 28820 イトマン西宮 中学 (3)

22 中矢　純宇 ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

23 坂井　真帆 ｻｶｲ ﾏﾎ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

24 青木　凛菜 ｱｵｷ ﾘﾝﾅ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

25 塩谷　奈菜 ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ 28825 コナミ明石 中学 (2)

26 桂　　羽音 ｶﾂﾗ ﾊﾉﾝ 28826 ＮＳＩパール 中学 (2)

27 石金和花菜 ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

28 清水　　絢 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

29 三原　寛奈 ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (3)

30 伊藤日依梨 ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

31 池田　照子 ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｺ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

32 合葉　愛美 ｱｲﾊﾞ ﾏﾅﾐ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (1)

33 平井　那歩 ﾋﾗｲ ﾅｵ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

34 合葉　安香 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｶ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (1)

35 荒木なぎさ ｱﾗｷ ﾅｷﾞｻ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (2)

36 明石　凜真 ｱｶｼ ﾘﾏ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

37 大園　陽詩 ｵｵｿﾞﾉ ﾋﾅﾀ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (1)

38 米虫　　彩 ﾖﾈﾑｼ ｱﾔ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (1)

39 田中　陽乃 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉ 28838 姫路ＳＳ 小学 (6)

40 神崎　そら ｶﾝｻﾞｷ ｿﾗ 28838 姫路ＳＳ 小学 (4)

41 岡　　彩春 ｵｶ ｲﾛﾊ 28838 姫路ＳＳ 小学 (3)

42 鈴木　葵絆 ｽｽﾞｷ ｷｽﾞﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

43 髙見　咲花 ﾀｶﾐ ｻｷｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

44 小坂　杏珠 ｺｻｶ ｱﾝｼﾞｭ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

45 山下　希実 ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ 28849 ＪＳＳ尼宝 高校 (2)

46 德原　美玖 ﾄｸﾊﾗ ﾐｸ 28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

47 遠藤ましろ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

48 久保　瑠花 ｸﾎﾞ ﾙｶ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

49 木村　栞夏 ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ 28860 コナミ三田 中学 (2)

50 吉田　陽奈 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 28860 コナミ三田 中学 (1)
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女子 自由形 100m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

51 北本　　樹 ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ 28860 コナミ三田 小学 (6)

52 赤松いろは ｱｶﾏﾂ ｲﾛﾊ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (2)

53 松野　寿音 ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾈ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

54 荒木　未空 ｱﾗｷ ﾐｸ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

55 山口　結愛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｱ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

56 久保　柚月 ｸﾎﾞ ﾕｽﾞｷ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

57 井上　華凜 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

58 浅見　愛夏 ｱｻﾐ ｱｲｶ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (4)

59 野村　陽心 ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋ 28874 イトマン三田 中学 (1)

60 萩山　　凜 ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ 28874 イトマン三田 中学 (1)

61 水野　歩未 ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾐ 28874 イトマン三田 小学 (6)

62 石田　愛沙 ｲｼﾀﾞ ｱｽﾅ 28874 イトマン三田 小学 (5)

63 本荘　奈月 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

64 岡本　彩羽 ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ 28874 イトマン三田 小学 (5)

65 寺田　桜彩 ﾃﾗﾀﾞ ｻｱﾔ 28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (6)

66 藤川ひまり ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ 28880 イトマン西神 中学 (3)

67 伊藤　　育 ｲﾄｳ ﾊｸﾞﾐ 28880 イトマン西神 小学 (6)

68 中村　心香 ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ 28881 マック武庫川 小学 (6)

69 船越　彩芭 ﾌﾅｺｼ ｲﾛﾊ 28886 高砂ＦＣ 小学 (6)

70 中島　凛音 ﾅｶｼﾏ ﾘｵﾝ 28886 高砂ＦＣ 小学 (4)

71 宮﨑陽菜乃 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ 28887 マック加古川 中学 (1)

72 丸井　花音 ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ 28888 Aqスポレスト 高校 (2)

73 江口　　舞 ｴｸﾞﾁ ﾏｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (6)

74 橋本　　樹 ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

75 曲本　茉央 ｷｮｸﾓﾄ ﾏｵ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

76 足立　澪音 ｱﾀﾞﾁ ﾐｵﾈ 28905 ＮＳＩ青垣 高校 (1)

77 友重　智美 ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ 28914 神戸北町Vivo 中学 (3)

78 坂本　初音 ｻｶﾓﾄ ﾊﾂﾈ 28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)
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女子 自由形 200m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 山元　悠郁 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

2 大津輪紗弥 ｵｵﾂﾜ ｻﾔ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

3 桑山　木実 ｸﾜﾔﾏ ｺﾉﾐ 28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

4 八木あかり ﾔｷﾞ ｱｶﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

5 箱根ひなた ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (4)

6 戸田菜々美 ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

7 高谷　香帆 ﾀｶﾔ ｶﾎ 28816 Ｓ・パティオ 高校 (1)

8 森岡　晃子 ﾓﾘｵｶ ｱｷｺ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

9 三上　陽奈 ﾐｶﾐ ﾋﾅ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

10 清王　梨花 ｾｲｵｳ ﾘﾝｶ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

11 西森　天音 ﾆｼﾓﾘ ｱﾏﾈ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

12 塩谷　奈菜 ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ 28825 コナミ明石 中学 (2)

13 桂　　羽音 ｶﾂﾗ ﾊﾉﾝ 28826 ＮＳＩパール 中学 (2)

14 原田　七海 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

15 清水　　絢 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

16 村上　優菜 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (3)

17 三原　寛奈 ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (3)

18 前田　七海 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

19 明石　凜真 ｱｶｼ ﾘﾏ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 (2)

20 神崎　そら ｶﾝｻﾞｷ ｿﾗ 28838 姫路ＳＳ 小学 (4)

21 鈴木　葵絆 ｽｽﾞｷ ｷｽﾞﾅ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

22 本田　彩乃 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ 28848 ＳＵＮ姫路 中学 (3)

23 髙見　咲花 ﾀｶﾐ ｻｷｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

24 山下　希実 ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ 28849 ＪＳＳ尼宝 高校 (2)

25 兵庫　由萌 ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ 28860 コナミ三田 高校 (1)

26 木村　栞夏 ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ 28860 コナミ三田 中学 (2)

27 吉田　陽奈 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 28860 コナミ三田 中学 (1)

28 北本　　樹 ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ 28860 コナミ三田 小学 (6)

29 赤松いろは ｱｶﾏﾂ ｲﾛﾊ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (2)

30 松野　寿音 ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾈ 28869 ＪＳＳ大久保 中学 (2)

31 荒木　未空 ｱﾗｷ ﾐｸ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (6)

32 久保　柚月 ｸﾎﾞ ﾕｽﾞｷ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

33 井上　華凜 ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

34 萩山　　凜 ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ 28874 イトマン三田 中学 (1)

35 水野　歩未 ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾐ 28874 イトマン三田 小学 (6)

36 萩山優衣香 ﾊｷﾞﾔﾏ ﾕｲｶ 28874 イトマン三田 小学 (5)

37 本荘　奈月 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ 28874 イトマン三田 小学 (5)

38 岡本　彩羽 ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ 28874 イトマン三田 小学 (5)

39 寺田　桜彩 ﾃﾗﾀﾞ ｻｱﾔ 28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (6)

40 藤川ひまり ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ 28880 イトマン西神 中学 (3)

41 伊藤　　育 ｲﾄｳ ﾊｸﾞﾐ 28880 イトマン西神 小学 (6)

42 中村　心香 ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ 28881 マック武庫川 小学 (6)

43 石倉　凪彩 ｲｼｸﾗ ﾅｷﾞｻ 28887 マック加古川 中学 (2)

44 丸井　花音 ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ 28888 Aqスポレスト 高校 (2)

45 今林　柚葉 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ 28888 Aqスポレスト 高校 (1)

46 橋本　　樹 ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

47 曲本　茉央 ｷｮｸﾓﾄ ﾏｵ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

48 西山　真帆 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

49 足立　澪音 ｱﾀﾞﾁ ﾐｵﾈ 28905 ＮＳＩ青垣 高校 (1)
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女子 自由形 400m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 高谷　香帆 ﾀｶﾔ ｶﾎ 28816 Ｓ・パティオ 高校 (1)

2 入江　結月 ｲﾘｴ ﾕﾂｷ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (2)

3 小島　望未 ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

4 兵庫　由萌 ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ 28860 コナミ三田 高校 (1)

5 赤松いろは ｱｶﾏﾂ ｲﾛﾊ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (2)

6 田中　萌生 ﾀﾅｶ ﾒｲ 28880 イトマン西神 高校 (1)

7 石倉　凪彩 ｲｼｸﾗ ﾅｷﾞｻ 28887 マック加古川 中学 (2)

8 北田一千咲 ｷﾀﾀﾞ ｲﾁｻ 28887 マック加古川 中学 (1)

9 今林　柚葉 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ 28888 Aqスポレスト 高校 (1)

10 加登　美翔 ｶﾄｳ ﾐﾄ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (1)
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女子 自由形 800m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 小島　望未 ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

2 兵庫　由萌 ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ 28860 コナミ三田 高校 (1)

3 米田　　華 ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ 28881 マック武庫川 高校 (1)

4 石倉　凪彩 ｲｼｸﾗ ﾅｷﾞｻ 28887 マック加古川 中学 (2)

5 今林　柚葉 ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ 28888 Aqスポレスト 高校 (1)

6 加登　美翔 ｶﾄｳ ﾐﾄ 28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (1)
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女子 背泳ぎ 50m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 山野　心寧 ﾔﾏﾉ ｺｺﾈ 28801 イトマン川西 小学 (5)

2 坂口　　穂 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 28801 イトマン川西 小学 (4)

3 岡部　紗英 ｵｶﾍﾞ ｻｴ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

4 皐月　　光 ｻﾂｷ ﾋｶﾙ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

5 大西　ゆあ ｵｵﾆｼ ﾕｱ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

6 野村　芽生 ﾉﾑﾗ ﾒｲ 28815 イトマン神戸 小学 (6)

7 野口　結奈 ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

8 藤川　愛菜 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

9 田中　桜子 ﾀﾅｶ ｻｸﾗｺ 28820 イトマン西宮 小学 (4)

10 青木　凛菜 ｱｵｷ ﾘﾝﾅ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

11 林　　莉央 ﾊﾔｼ ﾘｵ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

12 小口　琴音 ｵｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

13 溝口　穂華 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

14 明石　　鈴 ｱｶｼ ﾘﾝ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

15 安田　　新 ﾔｽﾀﾞ ｱﾗﾀ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 (4)

16 清水　恵那 ｼﾐｽﾞ ｴﾅ 28838 姫路ＳＳ 高校 (3)

17 田靡すみれ ﾀﾅﾋﾞｷ ｽﾐﾚ 28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

18 岡　　彩春 ｵｶ ｲﾛﾊ 28838 姫路ＳＳ 小学 (3)

19 大成　和花 ﾀﾞｲﾅﾘ ﾜｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

20 山下　菜月 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (3)

21 小西　結椛 ｺﾆｼ ﾕｲｶ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

22 浅見　優希 ｱｻﾐ ﾕｳｷ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

23 玉利　愛佳 ﾀﾏﾘ ｱｲｶ 28874 イトマン三田 小学 (4)

24 秋葉　結衣 ｱｷﾊﾞ ﾕｲ 28880 イトマン西神 中学 (1)

25 石川　栞凪 ｲｼｶﾜ ｶﾝﾅ 28880 イトマン西神 小学 (6)

26 西原　羽音 ﾆｼﾊﾗ ﾊﾉﾝ 28880 イトマン西神 小学 (5)

27 古川　　凜 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾝ 28880 イトマン西神 小学 (5)

28 藤川あかり ﾌｼﾞｶﾜ ｱｶﾘ 28880 イトマン西神 小学 (3)

29 塚本　彩音 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

30 新井　紫乃 ｱﾗｲ ｼﾉ 28915 貴崎ａｓｋ 小学 (5)

31 髙橋　美桜 ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (3)
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人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 荒本　結衣 ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ 28805 塚口ＳＳ 中学 (1)

2 八木あかり ﾔｷﾞ ｱｶﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

3 加賀瀬百夏 ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

4 林　　莉央 ﾊﾔｼ ﾘｵ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

5 入江　結月 ｲﾘｴ ﾕﾂｷ 28833 ＮＳＩ御影 高校 (2)

6 明石　　鈴 ｱｶｼ ﾘﾝ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

7 清水　恵那 ｼﾐｽﾞ ｴﾅ 28838 姫路ＳＳ 高校 (3)

8 岩﨑　心美 ｲﾜｻｷ ｺｺﾐ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

9 吉田　陽奈 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 28860 コナミ三田 中学 (1)

10 山下　菜月 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (3)

11 小西　結椛 ｺﾆｼ ﾕｲｶ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

12 浅見　優希 ｱｻﾐ ﾕｳｷ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (6)

13 河野　紗奈 ｶﾜﾉ ｻﾅ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

14 篠木　悠姫 ｼﾉｷ ﾕｳｷ 28874 イトマン三田 中学 (1)

15 田中　萌生 ﾀﾅｶ ﾒｲ 28880 イトマン西神 高校 (1)

16 秋葉　結衣 ｱｷﾊﾞ ﾕｲ 28880 イトマン西神 中学 (1)

17 石川　栞凪 ｲｼｶﾜ ｶﾝﾅ 28880 イトマン西神 小学 (6)

18 西原　羽音 ﾆｼﾊﾗ ﾊﾉﾝ 28880 イトマン西神 小学 (5)

19 古川　　凜 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾝ 28880 イトマン西神 小学 (5)

20 塚本　彩音 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

21 佐伯　星奈 ｻｴｷ ｾﾅ 28923 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学 (1)
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人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 荒本　結衣 ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ 28805 塚口ＳＳ 中学 (1)

2 川口　羽音 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾉﾝ 28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

3 加賀瀬百夏 ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

4 清水　恵那 ｼﾐｽﾞ ｴﾅ 28838 姫路ＳＳ 高校 (3)

5 岩﨑　心美 ｲﾜｻｷ ｺｺﾐ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

6 本田　彩乃 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ 28848 ＳＵＮ姫路 中学 (3)

7 山下　菜月 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ 28869 ＪＳＳ大久保 高校 (3)

8 篠木　悠姫 ｼﾉｷ ﾕｳｷ 28874 イトマン三田 中学 (1)

9 田中　萌生 ﾀﾅｶ ﾒｲ 28880 イトマン西神 高校 (1)

10 秋葉　結衣 ｱｷﾊﾞ ﾕｲ 28880 イトマン西神 中学 (1)

2022/2/2 7:07 33/42 ページ



女子 平泳ぎ 50m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 大畑　顕乃 ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ 28418 龍野北高校 高校 (1)

2 伊藤あや乃 ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 28507 市立尼崎高校 高校 (1)

3 小林　　楓 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 28623 仁川学院高校 高校 (1)

4 横佩　咲羽 ﾖｺﾊｷﾞ ｻﾜ 28801 イトマン川西 小学 (4)

5 秋庭ひより ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ 28801 イトマン川西 小学 (4)

6 中寺真衣子 ﾅｶﾃﾞﾗ ﾏｲｺ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

7 大野　莉音 ｵｵﾉ ﾘｵﾝ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

8 村田　彩心 ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

9 古賀　月菜 ｺｶﾞ ﾙﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

10 濵口　由昊 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｿﾗ 28820 イトマン西宮 小学 (5)

11 阿部　杏奈 ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ 28820 イトマン西宮 小学 (4)

12 古田　燦乃 ﾌﾙﾀ ｱｷﾉ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

13 金丸　咲月 ｶﾅﾏﾙ ｻﾂｷ 28824 コナミ西宮 小学 (6)

14 定　　茉南 ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

15 田中愛優美 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

16 望月ひより ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾖﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

17 久保　美寧 ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

18 吉本　樹里 ﾖｼﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

19 田中　愛菜 ﾀﾅｶ ｱｲﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

20 渡邉彩美理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐﾘ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

21 尾藤　弥天 ﾋﾞﾄｳ ﾐｱ 28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

22 谷川原結音 ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾕﾉﾝ 28880 イトマン西神 小学 (3)

23 川村　咲葵 ｶﾜﾑﾗ ｻｷ 28883 こうでら 中学 (2)

24 松岡　優奈 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾅ 28904 Ａｑ相生 高校 (1)

25 玉越　凪紗 ﾀﾏｺｼ ﾅｷﾞｻ 28904 Ａｑ相生 中学 (2)

26 花田　美幸 ﾊﾅﾀﾞ ﾐﾕｷ 28904 Ａｑ相生 小学 (5)

27 村岡　紗弥 ﾑﾗｵｶ ｻﾔ 28905 ＮＳＩ青垣 中学 (2)

28 藤川　　栞 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｵﾘ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (4)
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人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 大畑　顕乃 ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ 28418 龍野北高校 高校 (1)

2 小林　　楓 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 28623 仁川学院高校 高校 (1)

3 皆田　麻央 ﾐﾅﾀﾞ ﾏｵ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

4 椿原　優希 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾕｳｷ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

5 田中　陽菜 ﾀﾅｶ ﾋﾅ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

6 濵口　由昊 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｿﾗ 28820 イトマン西宮 小学 (5)

7 古田　燦乃 ﾌﾙﾀ ｱｷﾉ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (6)

8 坂本　紗依 ｻｶﾓﾄ ｻｴ 28824 コナミ西宮 中学 (1)

9 金丸　咲月 ｶﾅﾏﾙ ｻﾂｷ 28824 コナミ西宮 小学 (6)

10 定　　茉南 ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (5)

11 南　　侑愛 ﾐﾅﾐ ﾕｱ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (2)

12 久保　美寧 ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

13 辻阪　若菜 ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

14 川村　咲葵 ｶﾜﾑﾗ ｻｷ 28883 こうでら 中学 (2)

15 松岡　優奈 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾅ 28904 Ａｑ相生 高校 (1)

16 玉越　凪紗 ﾀﾏｺｼ ﾅｷﾞｻ 28904 Ａｑ相生 中学 (2)

17 花田　美幸 ﾊﾅﾀﾞ ﾐﾕｷ 28904 Ａｑ相生 小学 (5)

18 村岡　紗弥 ﾑﾗｵｶ ｻﾔ 28905 ＮＳＩ青垣 中学 (2)
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人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 小林　　楓 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 28623 仁川学院高校 高校 (1)

2 皆田　麻央 ﾐﾅﾀﾞ ﾏｵ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

3 山口穂野香 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 28820 イトマン西宮 中学 (2)

4 椿原　優希 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾕｳｷ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

5 田中　陽菜 ﾀﾅｶ ﾋﾅ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

6 坂本　紗依 ｻｶﾓﾄ ｻｴ 28824 コナミ西宮 中学 (1)

7 望月ひより ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾖﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

8 辻阪　若菜 ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ 28840 ＮＳＩ 中学 (2)

9 松岡　優奈 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾅ 28904 Ａｑ相生 高校 (1)

10 玉越　凪紗 ﾀﾏｺｼ ﾅｷﾞｻ 28904 Ａｑ相生 中学 (2)

11 阪本　望帆 ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ 28914 神戸北町Vivo 中学 (2)
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人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 筒井　絢夏 ﾂﾂｲ ｱﾔｶ 28385 明石清水高校 高校 (2)

2 田渕　涼華 ﾀﾌﾞﾁ ｽｽﾞｶ 28603 関西学院高等 高校 (1)

3 山野　心寧 ﾔﾏﾉ ｺｺﾈ 28801 イトマン川西 小学 (5)

4 横佩　咲羽 ﾖｺﾊｷﾞ ｻﾜ 28801 イトマン川西 小学 (4)

5 藥師　萌雅 ﾔｸｼ ﾒｲｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

6 岡部　紗英 ｵｶﾍﾞ ｻｴ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

7 髙馬　彩瑶 ｺｳﾏ ｲﾖ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (5)

8 寺本莉佳子 ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

9 井本　奈那 ｲﾓﾄ ﾅﾅ 28815 イトマン神戸 小学 (4)

10 山城　杏未 ﾔﾏｼﾛ ｱﾐ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

11 加藤　彩理 ｶﾄｳ ｲｵﾘ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (4)

12 森　　花穂 ﾓﾘ ｶﾎ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (4)

13 北川　柚岐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 28817 ＮＳＩ西紀 中学 (1)

14 足立　愛美 ｱﾀﾞﾁ ｱｲﾋﾞ 28817 ＮＳＩ西紀 小学 (6)

15 谷田　真央 ﾀﾆﾀﾞ ﾏｵ 28817 ＮＳＩ西紀 小学 (5)

16 清王　梨花 ｾｲｵｳ ﾘﾝｶ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

17 坂井　真帆 ｻｶｲ ﾏﾎ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (5)

18 三宅　咲織 ﾐﾔｹ ｻｵﾘ 28824 コナミ西宮 小学 (6)

19 定　　澪莉 ｻﾀﾞ ﾐｵﾘ 28824 コナミ西宮 小学 (3)

20 國森　好奏 ｸﾆﾓﾘ ｺﾉｶ 28826 ＮＳＩパール 中学 (1)

21 勝部　　凛 ｶﾂﾍﾞ ﾘﾝ 28826 ＮＳＩパール 小学 (6)

22 原田　七海 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

23 髙辻　歩果 ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 高校 (1)

24 宮城玲衣花 ﾐﾔｷﾞ ﾚｲｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

25 古川　紗雪 ﾌﾙｶﾜ ｻﾕｷ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

26 前田　七海 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

27 古川　優空 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｱ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

28 次橋　胡桃 ﾂｷﾞﾊｼ ｸﾙﾐ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

29 大西　彩生 ｵｵﾆｼ ｻｷ 28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

30 天川　結愛 ｱﾏｶﾜ ﾕｲ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

31 玉利　愛佳 ﾀﾏﾘ ｱｲｶ 28874 イトマン三田 小学 (4)

32 橋本　怜奈 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾅ 28880 イトマン西神 小学 (4)

33 中村　翠希 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

34 西山　結菜 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾅ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

35 塚本　彩音 ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

36 森本菜々美 ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ 28914 神戸北町Vivo 高校 (2)

37 佐藤　芽衣 ｻﾄｳ ﾒｲ 28915 貴崎ａｓｋ 小学 (6)

38 藤川　　栞 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｵﾘ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (4)
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人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 田渕　涼華 ﾀﾌﾞﾁ ｽｽﾞｶ 28603 関西学院高等 高校 (1)

2 清水　桜奈 ｼﾐｽﾞ ｻﾅ 28801 イトマン川西 中学 (1)

3 藥師　萌雅 ﾔｸｼ ﾒｲｶ 28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

4 大津輪紗弥 ｵｵﾂﾜ ｻﾔ 28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

5 和田　珠希 ﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

6 福本　眞央 ﾌｸﾓﾄ ﾏﾋﾛ 28814 コナミ東加古 小学 (6)

7 土井　千智 ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ 28815 イトマン神戸 中学 (2)

8 北川　柚岐 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 28817 ＮＳＩ西紀 中学 (1)

9 田村　柚穂 ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

10 絹谷　千桜 ｷﾇﾀﾆ ﾁｻ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

11 塩谷　奈菜 ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ 28825 コナミ明石 中学 (2)

12 國森　好奏 ｸﾆﾓﾘ ｺﾉｶ 28826 ＮＳＩパール 中学 (1)

13 勝部　　凛 ｶﾂﾍﾞ ﾘﾝ 28826 ＮＳＩパール 小学 (6)

14 石金和花菜 ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

15 古川　紗雪 ﾌﾙｶﾜ ｻﾕｷ 28833 ＮＳＩ御影 中学 (2)

16 前田　七海 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ 28835 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 (1)

17 古川　優空 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｱ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

18 次橋　胡桃 ﾂｷﾞﾊｼ ｸﾙﾐ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

19 中山実紗希 ﾅｶﾔﾏ ﾐｻｷ 28880 イトマン西神 小学 (6)

20 中島　琉莉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ 28881 マック武庫川 中学 (1)
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人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 清水　桜奈 ｼﾐｽﾞ ｻﾅ 28801 イトマン川西 中学 (1)

2 和田　珠希 ﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ 28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

3 土井　千智 ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ 28815 イトマン神戸 中学 (2)

4 田村　柚穂 ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

5 絹谷　千桜 ｷﾇﾀﾆ ﾁｻ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

6 石金和花菜 ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ 28828 ＮＳＩ本山 高校 (2)

7 次橋　胡桃 ﾂｷﾞﾊｼ ｸﾙﾐ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

8 米田　　華 ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ 28881 マック武庫川 高校 (1)

9 種田　果恵 ﾀﾈﾀﾞ ｶｴ 28883 こうでら 中学 (2)
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女子 個人メドレー 200m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 川村　心咲 ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 28801 イトマン川西 小学 (4)

2 皐月　　光 ｻﾂｷ ﾋｶﾙ 28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

3 髙馬　彩瑶 ｺｳﾏ ｲﾖ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (5)

4 八木あかり ﾔｷﾞ ｱｶﾘ 28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

5 山田　麻琴 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (1)

6 中寺真衣子 ﾅｶﾃﾞﾗ ﾏｲｺ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

7 大西　ゆあ ｵｵﾆｼ ﾕｱ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

8 箱根ひなた ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ 28808 尼崎ＳＳ 小学 (4)

9 河本　紗良 ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ 28814 コナミ東加古 小学 (5)

10 大野　莉音 ｵｵﾉ ﾘｵﾝ 28814 コナミ東加古 小学 (4)

11 村田　彩心 ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

12 山城　杏未 ﾔﾏｼﾛ ｱﾐ 28815 イトマン神戸 小学 (3)

13 森岡　晃子 ﾓﾘｵｶ ｱｷｺ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

14 加藤　彩理 ｶﾄｳ ｲｵﾘ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (4)

15 森　　花穂 ﾓﾘ ｶﾎ 28816 Ｓ・パティオ 小学 (4)

16 足立　愛美 ｱﾀﾞﾁ ｱｲﾋﾞ 28817 ＮＳＩ西紀 小学 (6)

17 谷田　真央 ﾀﾆﾀﾞ ﾏｵ 28817 ＮＳＩ西紀 小学 (5)

18 畑　ことみ ﾊﾀ ｺﾄﾐ 28817 ＮＳＩ西紀 小学 (5)

19 山口穂野香 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 28820 イトマン西宮 中学 (2)

20 上原　真有 ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

21 濵口　希昊 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

22 中矢　純宇 ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ 28820 イトマン西宮 小学 (6)

23 小川　彩莉 ｵｶﾞﾜ ｱﾔﾘ 28820 イトマン西宮 小学 (4)

24 加賀瀬百夏 ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ 28821 ＢＩＧ姫路 中学 (2)

25 田口こはる ﾀｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 28821 ＢＩＧ姫路 小学 (3)

26 田中愛優美 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

27 小口　琴音 ｵｸﾞﾁ ｺﾄﾈ 28824 コナミ西宮 小学 (4)

28 浅野　智菜 ｱｻﾉ ﾁﾅ 28825 コナミ明石 小学 (4)

29 島　　芽衣 ｼﾏ ﾒｲ 28826 ＮＳＩパール 中学 (1)

30 菊地　陽菜 ｷｸﾁ ﾋﾅ 28826 ＮＳＩパール 小学 (4)

31 伊藤日依梨 ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (6)

32 池田　照子 ｲｹﾀﾞ ﾃﾙｺ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (5)

33 吉本　樹里 ﾖｼﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

34 溝口　穂華 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

35 沼田　幸奈 ﾇﾏﾀ ﾕｷﾅ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

36 宮城玲衣花 ﾐﾔｷﾞ ﾚｲｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

37 田中　陽乃 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉ 28838 姫路ＳＳ 小学 (6)

38 神崎　そら ｶﾝｻﾞｷ ｿﾗ 28838 姫路ＳＳ 小学 (4)

39 角　　美空 ｽﾐ ﾐｿﾗ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

40 渡邉彩美理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐﾘ 28840 ＮＳＩ 小学 (4)

41 髙見　咲花 ﾀｶﾐ ｻｷｶ 28848 ＳＵＮ姫路 小学 (6)

42 遠藤ましろ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

43 高橋　紅葉 ﾀｶﾊｼ ｸﾚﾊ 28857 ＮＳＩ神鉄 高校 (2)

44 久保　瑠花 ｸﾎﾞ ﾙｶ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

45 木村　栞夏 ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ 28860 コナミ三田 中学 (2)

46 平山　桃香 ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ 28866 ＳＵＮ加西 高校 (2)

47 井上　舞凜 ｲﾉｳｴ ﾏﾘﾝ 28869 ＪＳＳ大久保 小学 (5)

48 河野　紗奈 ｶﾜﾉ ｻﾅ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

49 天川　結愛 ｱﾏｶﾜ ﾕｲ 28872 ＳＵＮ網干 小学 (5)

50 寺田　彩乃 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔﾉ 28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (4)
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51 中山実紗希 ﾅｶﾔﾏ ﾐｻｷ 28880 イトマン西神 小学 (6)

52 藤川あかり ﾌｼﾞｶﾜ ｱｶﾘ 28880 イトマン西神 小学 (3)

53 竹内美彩乙 ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ 28880 イトマン西神 小学 (3)

54 中島　琉莉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ 28881 マック武庫川 中学 (1)

55 伊藤　瑠伽 ｲﾄｳ ﾙｶ 28887 マック加古川 小学 (4)

56 大山　陽愛 ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ 28887 マック加古川 小学 (4)

57 江口　　舞 ｴｸﾞﾁ ﾏｲ 28888 Aqスポレスト 小学 (6)

58 松田　風羽 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾜ 28892 ＮＳＩ津名 小学 (6)

59 曲本　茉央 ｷｮｸﾓﾄ ﾏｵ 28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

60 西山　結菜 ﾆｼﾔﾏ ﾕﾅ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

61 西山　真帆 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ 28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

62 阪本　望帆 ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ 28914 神戸北町Vivo 中学 (2)

63 森岡　来望 ﾓﾘｵｶ ｸﾙﾐ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 (2)

64 澤村　美寿 ｻﾜﾑﾗ ﾐｺﾄ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 (5)
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女子 個人メドレー 400m 第34回［2021年度］兵庫県冬季公式記録会（8級・9級）

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 山田　麻琴 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 28808 尼崎ＳＳ 高校 (1)

2 濵口　希昊 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 28820 イトマン西宮 中学 (1)

3 島　　芽衣 ｼﾏ ﾒｲ 28826 ＮＳＩパール 中学 (1)

4 髙辻　歩果 ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ 28829 ＪＳＳ宝塚 高校 (1)

5 角　　美空 ｽﾐ ﾐｿﾗ 28840 ＮＳＩ 中学 (1)

6 久保　瑠花 ｸﾎﾞ ﾙｶ 28857 ＮＳＩ神鉄 中学 (1)

7 平山　桃香 ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ 28866 ＳＵＮ加西 高校 (2)

8 北田一千咲 ｷﾀﾀﾞ ｲﾁｻ 28887 マック加古川 中学 (1)

9 森岡　来望 ﾓﾘｵｶ ｸﾙﾐ 28921 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 (2)
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