
第67回近畿高等学校選手権水泳競技大会 強化指定突破者リスト

種目 距離 性別 予決 氏名 所属名称１ 学校 学年 ゴール 新記録マーク 事由マーク
自由形   50m 男子 決勝 幸島　健人 市川 高校 2    24.22 IH標新
自由形   50m 男子 予選 幸島　健人 市川 高校 2    24.38 IH標新
自由形  100m 男子 決勝 幸島　健人 市川 高校 2    52.82 IH標新
自由形  100m 男子 決勝 坂井孝士郎 関西学院 高校 2    53.12 IH標新
自由形  100m 男子 予選 幸島　健人 市川 高校 2    52.49 IH標新
自由形  100m 男子 予選 原　　嘉一 豊岡 高校 3    52.65 IH標新
自由形  100m 男子 予選 坂井孝士郎 関西学院 高校 2    52.95 IH標新
自由形  200m 男子 決勝 原　　嘉一 豊岡 高校 3  1:54.71 IH標新
自由形  200m 男子 予選 原　　嘉一 豊岡 高校 3  1:55.34
自由形  200m 男子 予選 阿部　　希 市川 高校 1  1:56.13
自由形  200m 男子 予選 寺田　弘剛 市川 高校 1  1:58.00
自由形  400m 男子 予選 阿部　　希 市川 高校 1  4:08.75
自由形 1500m 男子 決勝 齋藤　優作 須磨学園 高校 3 16:04.43 IH標新
自由形 1500m 男子 予選 齋藤　優作 須磨学園 高校 3 16:07.71 IH標新
自由形 1500m 男子 予選 松浦　譲大 須磨学園 高校 3 16:10.29 IH標新
背泳ぎ  100m 男子 決勝 龍　　宏樹 須磨学園 高校 2    57.25 IH標新
背泳ぎ  100m 男子 予選 龍　　宏樹 須磨学園 高校 2    58.32 IH標新
背泳ぎ  200m 男子 決勝 龍　　宏樹 須磨学園 高校 2  2:05.31 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 楠木　拓馬 市川 高校 3  1:02.87 大会新    IH標新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 赤井　　晨 市川 高校 3  1:03.89 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 猪口慎ノ介 市川 高校 2  1:05.05 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 大寺　巧馬 須磨学園 高校 2  1:05.05 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 予選 楠木　拓馬 市川 高校 3  1:03.49 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 予選 赤井　　晨 市川 高校 3  1:04.45 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 予選 猪口慎ノ介 市川 高校 2  1:04.72 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 予選 大寺　巧馬 須磨学園 高校 2  1:05.24
平泳ぎ  200m 男子 決勝 赤井　　晨 市川 高校 3  2:15.07 IH標新
平泳ぎ  200m 男子 決勝 楠木　拓馬 市川 高校 3  2:17.08 IH標新
平泳ぎ  200m 男子 決勝 猪口慎ノ介 市川 高校 2  2:18.69 IH標新
平泳ぎ  200m 男子 予選 楠木　拓馬 市川 高校 3  2:17.19 IH標新
平泳ぎ  200m 男子 予選 赤井　　晨 市川 高校 3  2:17.36 IH標新
平泳ぎ  200m 男子 予選 猪口慎ノ介 市川 高校 2  2:18.72 IH標新
平泳ぎ  200m 男子 予選 大寺　巧馬 須磨学園 高校 2  2:21.54

バタフライ  100m 男子 決勝 林　　拓実 姫路商 高校 3    56.13 IH標新
バタフライ  100m 男子 決勝 小髙　稜平 市立西宮 高校 2    56.63
バタフライ  100m 男子 決勝 甲谷　直希 明石城西 高校 2    56.69
バタフライ  100m 男子 予選 林　　拓実 姫路商 高校 3    56.04 IH標新
バタフライ  100m 男子 予選 小髙　稜平 市立西宮 高校 2    56.70
バタフライ  100m 男子 予選 甲谷　直希 明石城西 高校 2    56.70
バタフライ  200m 男子 予選 鵜飼夏也人 関西学院 高校 3  2:03.65 IH標新
バタフライ  200m 男子 予選 甲谷　直希 明石城西 高校 2  2:05.29 IH標新
バタフライ  200m 男子 予選 荻野　秀行 報徳学園 高校 2  2:06.27

個人メドレー  200m 男子 決勝 三村　海里 市川 高校 2  2:09.12 IH標新
個人メドレー  200m 男子 予選 三村　海里 市川 高校 2  2:09.14 IH標新
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個人メドレー  200m 男子 予選 森山　詩稀 須磨学園 高校 1  2:09.58 IH標新
個人メドレー  200m 男子 予選 寺田　弘剛 市川 高校 1  2:10.43
個人メドレー  400m 男子 決勝 藤原　秀朗 須磨学園 高校 2  4:32.37 IH標新
個人メドレー  400m 男子 予選 鵜飼夏也人 関西学院 高校 3  4:32.04 IH標新
個人メドレー  400m 男子 予選 三村　海里 市川 高校 2  4:33.25 IH標新
個人メドレー  400m 男子 予選 藤原　秀朗 須磨学園 高校 2  4:35.45

自由形   50m 女子 決勝 生田　真結 市川 高校 3    26.19 大会新    IH標新
自由形   50m 女子 予選 生田　真結 市川 高校 3    26.65 IH標新
自由形  100m 女子 決勝 生田　真結 市川 高校 3    57.39 IH標新
自由形  100m 女子 決勝 宗行　香居 須磨学園 高校 2    59.02
自由形  100m 女子 予選 生田　真結 市川 高校 3    57.42 IH標新
自由形  100m 女子 予選 宗行　香居 須磨学園 高校 2    58.88 IH標新
自由形  200m 女子 決勝 西田　咲月 市川 高校 2  2:06.93
自由形  200m 女子 予選 西田　咲月 市川 高校 2  2:06.60
自由形  200m 女子 予選 谷川　　夢 須磨学園 高校 1  2:06.87
自由形  200m 女子 予選 宗行　香居 須磨学園 高校 2  2:07.34
自由形  400m 女子 予選 武本　雅代 須磨学園 高校 3  4:24.43 IH標新
自由形  400m 女子 予選 濱中　　雪 須磨学園 高校 1  4:25.80
自由形  400m 女子 予選 谷川　　夢 須磨学園 高校 1  4:26.74
背泳ぎ  100m 女子 決勝 山口　真旺 須磨学園 高校 3  1:02.11 大会新    IH標新
背泳ぎ  100m 女子 決勝 阪口　青空 加古川西 高校 1  1:03.98 IH標新
背泳ぎ  100m 女子 予選 山口　真旺 須磨学園 高校 3  1:02.52 IH標新
背泳ぎ  100m 女子 予選 阪口　青空 加古川西 高校 1  1:04.37 IH標新
背泳ぎ  200m 女子 決勝 山口　真旺 須磨学園 高校 3  2:15.95 IH標新
背泳ぎ  200m 女子 予選 山口　真旺 須磨学園 高校 3  2:16.79 IH標新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 和田奈伎紗 夙川学院 高校 3  1:12.60 IH標新
平泳ぎ  200m 女子 決勝 近藤　　和 三木北 高校 1  2:37.67
平泳ぎ  200m 女子 予選 和田奈伎紗 夙川学院 高校 3  2:36.15 IH標新
平泳ぎ  200m 女子 予選 近藤　　和 三木北 高校 1  2:36.92

バタフライ  100m 女子 決勝 濱田　結菜 須磨学園 高校 1  1:02.93
バタフライ  100m 女子 予選 濱田　結菜 須磨学園 高校 1  1:02.24 IH標新
バタフライ  200m 女子 決勝 濱田　結菜 須磨学園 高校 1  2:16.91 IH標新
バタフライ  200m 女子 予選 濱田　結菜 須磨学園 高校 1  2:14.11 IH標新
バタフライ  200m 女子 予選 浦瀬　彩子 須磨学園 高校 3  2:16.23 IH標新
バタフライ  200m 女子 予選 松本　茉与 市川 高校 2  2:16.58 IH標新

個人メドレー  200m 女子 決勝 清水　史華 姫路商 高校 1  2:18.83 IH標新
個人メドレー  200m 女子 決勝 石川　穂波 須磨学園 高校 1  2:20.13 IH標新
個人メドレー  200m 女子 予選 清水　史華 姫路商 高校 1  2:17.55 IH標新
個人メドレー  200m 女子 予選 石川　穂波 須磨学園 高校 1  2:19.45 IH標新
個人メドレー  400m 女子 決勝 清水　史華 姫路商 高校 1  4:50.61 IH標新
個人メドレー  400m 女子 決勝 石川　穂波 須磨学園 高校 1  4:56.68 IH標新
個人メドレー  400m 女子 予選 清水　史華 姫路商 高校 1  4:56.08 IH標新
個人メドレー  400m 女子 予選 石川　穂波 須磨学園 高校 1  4:59.23 IH標新
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