
平成25年度兵庫県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 高校 2    24.37
自由形   50m 男子 予選 幸島　健人 市川高校 高校 2    24.37
自由形   50m 男子 予選 上田遼太郎 塚口ＳＳ 小学 5    29.18
自由形  100m 男子 Ｂ決勝 澁谷　鉄人 神鉄ＳＳ 中学 3    53.82 JOC夏新
自由形  100m 男子 決勝 溝畑　樹蘭 コナミ三田 中学 3    53.40
自由形  100m 男子 予選 溝畑　樹蘭 コナミ三田 中学 3    52.87 県中学ﾀｲ  JOC夏新

自由形  100m 男子 予選 坂井孝士郎 関西学院高等 高校 2    53.10 JOC夏新
自由形  100m 男子 予選 澁谷　鉄人 神鉄ＳＳ 中学 3    53.98 JOC夏新
自由形  100m 男子 予選 佐伯　勇武 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学 3    54.49 JOC夏新
自由形  200m 男子 Ｂ決勝 阿部　　希 市川高校 高校 1  1:56.04
自由形  200m 男子 Ｂ決勝 増田凌太郎 須磨翔風高校 高校 2  1:56.42
自由形  200m 男子 決勝 高田　俊彰 市川高校 高校 3  1:54.42
自由形  200m 男子 決勝 原　　嘉一 ＮＳＩ豊岡 高校 3  1:54.97
自由形  200m 男子 決勝 金山　強起 市立尼崎高校 高校 3  1:55.67
自由形  200m 男子 予選 高田　俊彰 市川高校 高校 3  1:55.00
自由形  200m 男子 予選 金山　強起 市立尼崎高校 高校 3  1:55.30
自由形  200m 男子 予選 鵜飼夏也人 関西学院高等 高校 3  1:55.60
自由形  200m 男子 予選 増田凌太郎 須磨翔風高校 高校 2  1:56.11
自由形  200m 男子 予選 阿部　　希 市川高校 高校 1  1:56.62
自由形  200m 男子 予選 福田　裕輝 神戸北須磨ST 中学 2  2:01.31
自由形  400m 男子 決勝 澁谷　鉄人 神鉄ＳＳ 中学 3  4:01.53 JOC夏新
自由形  400m 男子 決勝 齋藤　優作 須磨学園高校 高校 3  4:04.08
自由形  400m 男子 予選 澁谷　鉄人 神鉄ＳＳ 中学 3  4:04.18 JOC夏新
自由形  400m 男子 予選 大阪　　拓 ＪＳＳ宝塚 中学 3  4:12.05
背泳ぎ   50m 男子 Ｂ決勝 木下　周勇 イトマン神戸 小学 6    31.64
背泳ぎ   50m 男子 予選 木下　周勇 イトマン神戸 小学 6    31.63
背泳ぎ  100m 男子 決勝 龍　　宏樹 須磨学園高校 高校 2    57.51 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 決勝 野々口慎也 コナミ三田 中学 3    59.08 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 決勝 金本　祐伎 コナミ西宮 中学 2  1:01.52 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 予選 野々口慎也 コナミ三田 中学 3    59.08 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 予選 金本　祐伎 コナミ西宮 中学 2  1:01.06 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 予選 木下　周勇 イトマン神戸 小学 6  1:07.86 JOC夏新
背泳ぎ  200m 男子 予選 龍　　宏樹 須磨学園高校 高校 2  2:07.06 JOC夏新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 楠木　拓馬 市川高校 高校 3  1:03.02 JOC夏新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 赤井　　晨 市川高校 高校 3  1:04.67
平泳ぎ  100m 男子 決勝 猪口慎ノ介 市川高校 高校 2  1:05.56
平泳ぎ  100m 男子 決勝 大谷　　洸 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3  1:07.04 JOC夏新
平泳ぎ  100m 男子 予選 楠木　拓馬 市川高校 高校 3  1:04.33
平泳ぎ  100m 男子 予選 大谷　　洸 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3  1:06.95 JOC夏新
平泳ぎ  200m 男子 決勝 赤井　　晨 市川高校 高校 3  2:15.28 兵庫新    県高校新  JOC夏新

平泳ぎ  200m 男子 決勝 楠木　拓馬 市川高校 高校 3  2:18.27 JOC夏新
平泳ぎ  200m 男子 予選 赤井　　晨 市川高校 高校 3  2:17.40 JOC夏新

バタフライ  100m 男子 Ｂ決勝 山城　憲治 コナミ三田 中学 3    58.19
バタフライ  100m 男子 決勝 幸島　健人 市川高校 高校 2    55.62 JOC夏新
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バタフライ  100m 男子 決勝 佐伯　勇武 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学 3    57.42 JOC夏新
バタフライ  100m 男子 予選 幸島　健人 市川高校 高校 2    55.61 JOC夏新
バタフライ  100m 男子 予選 佐伯　勇武 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学 3    57.49 JOC夏新
バタフライ  100m 男子 予選 山城　憲治 コナミ三田 中学 3    57.78
バタフライ  200m 男子 決勝 鵜飼夏也人 関西学院高等 高校 3  2:02.37 JOC夏新
バタフライ  200m 男子 決勝 林　　拓実 姫路ＳＳ 高校 3  2:03.64
バタフライ  200m 男子 予選 林　　拓実 姫路ＳＳ 高校 3  2:03.83

個人メドレー  200m 男子 Ｂ決勝 金本　祐伎 コナミ西宮 中学 2  2:14.99
個人メドレー  200m 男子 決勝 溝畑　樹蘭 コナミ三田 中学 3  2:08.16 JOC夏新
個人メドレー  200m 男子 予選 溝畑　樹蘭 コナミ三田 中学 3  2:08.66 JOC夏新
個人メドレー  400m 男子 決勝 石富　　凌 市立尼崎高校 高校 3  4:30.54 JOC夏新
個人メドレー  400m 男子 決勝 藤原　秀朗 須磨学園高校 高校 2  4:35.91
個人メドレー  400m 男子 予選 鵜飼夏也人 関西学院高等 高校 3  4:32.55

自由形   50m 女子 決勝 生田　真結 市川高校 高校 3    26.65 JOC夏新
自由形   50m 女子 決勝 岡　真衣香 コナミ東加古 中学 2    27.76
自由形  100m 女子 決勝 生田　真結 市川高校 高校 3    57.80 JOC夏新
自由形  100m 女子 決勝 宗行　香居 須磨学園高校 高校 2    58.33 JOC夏ﾀｲ
自由形  100m 女子 決勝 清水　史華 姫路商業高校 高校 1    58.55
自由形  100m 女子 決勝 結城　千晴 コナミ三田 中学 3    59.26
自由形  100m 女子 予選 生田　真結 市川高校 高校 3    57.71 JOC夏新
自由形  100m 女子 予選 宗行　香居 須磨学園高校 高校 2    58.74
自由形  100m 女子 予選 清水　史華 姫路商業高校 高校 1    58.88
自由形  100m 女子 予選 結城　千晴 コナミ三田 中学 3    59.12
自由形  100m 女子 予選 内藤　　好 塚口ＳＳ 中学 3    59.64
自由形  100m 女子 予選 西村　麻亜 ＪＳＳ大久保 中学 1  1:01.07 JOC夏新
自由形  100m 女子 予選 井上　真帆 ＰＳＫＳＳ 小学 5  1:03.05 JOC夏新
自由形  200m 女子 Ｂ決勝 津田　歩季 ＳＵＮ姫路 小学 5  2:15.41 JOC夏新
自由形  200m 女子 決勝 西田　咲月 市川高校 高校 2  2:06.85
自由形  200m 女子 決勝 森　菜々子 コナミ西宮 中学 1  2:11.40 JOC夏新
自由形  200m 女子 予選 宗行　香居 須磨学園高校 高校 2  2:06.97
自由形  200m 女子 予選 西田　咲月 市川高校 高校 2  2:07.09
自由形  200m 女子 予選 森　菜々子 コナミ西宮 中学 1  2:12.00 JOC夏新
自由形  200m 女子 予選 津田　歩季 ＳＵＮ姫路 小学 5  2:16.57
自由形  200m 女子 予選 石田十季子 ＫＴＶ垂水 小学 6  2:17.44
自由形  200m 女子 予選 高谷　海咲 STGﾊﾟﾃｨｵ 小学 6  2:17.46
自由形  400m 女子 決勝 武本　雅代 須磨学園高校 高校 3  4:23.77
自由形  400m 女子 決勝 濱中　　雪 須磨学園高校 高校 1  4:25.86
自由形  400m 女子 決勝 西村　麻亜 ＪＳＳ大久保 中学 1  4:30.15
自由形  400m 女子 予選 西村　麻亜 ＪＳＳ大久保 中学 1  4:30.80
自由形  800m 女子 タイム決勝 武本　雅代 須磨学園高校 高校 3  9:01.21
背泳ぎ  100m 女子 決勝 山口　真旺 須磨学園高校 高校 3  1:02.16 大会新    JOC夏新
背泳ぎ  100m 女子 決勝 清水　史華 姫路商業高校 高校 1  1:04.36 JOC夏新
背泳ぎ  100m 女子 決勝 阪口　青空 MacS加古川 高校 1  1:05.01
背泳ぎ  100m 女子 決勝 小宮　紅葉 塚口ＳＳ 中学 3  1:05.31 JOC夏新
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背泳ぎ  100m 女子 予選 山口　真旺 須磨学園高校 高校 3  1:04.12 JOC夏新
背泳ぎ  100m 女子 予選 清水　史華 姫路商業高校 高校 1  1:05.13
背泳ぎ  100m 女子 予選 小宮　紅葉 塚口ＳＳ 中学 3  1:05.60
背泳ぎ  200m 女子 決勝 山口　真旺 須磨学園高校 高校 3  2:16.01 JOC夏新
平泳ぎ   50m 女子 Ｂ決勝 堀上　綺良 イトマン西宮 小学 6    36.37
平泳ぎ   50m 女子 決勝 岡田　侑奈 コナミ三田 小学 6    35.85
平泳ぎ   50m 女子 決勝 小池　柚花 イトマン西神 小学 6    36.32 JOC夏新
平泳ぎ   50m 女子 予選 岡田　侑奈 コナミ三田 小学 6    36.19
平泳ぎ   50m 女子 予選 小池　柚花 イトマン西神 小学 6    36.64
平泳ぎ  100m 女子 Ｂ決勝 岡田　侑奈 コナミ三田 小学 6  1:16.91
平泳ぎ  100m 女子 予選 岡田　侑奈 コナミ三田 小学 6  1:16.76
平泳ぎ  100m 女子 予選 小池　柚花 イトマン西神 小学 6  1:18.53 JOC夏新
平泳ぎ  200m 女子 決勝 近藤　　和 ＪＳＳ三木 高校 1  2:36.78

バタフライ   50m 女子 決勝 井上　真帆 ＰＳＫＳＳ 小学 5    30.40 JOC夏新
バタフライ   50m 女子 予選 井上　真帆 ＰＳＫＳＳ 小学 5    30.51 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 決勝 濱田　結菜 須磨学園高校 高校 1  1:02.37 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 決勝 岩田　旭代 コナミ東加古 中学 3  1:02.60 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 決勝 井上　真帆 ＰＳＫＳＳ 小学 5  1:06.78 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 予選 岩田　旭代 コナミ東加古 中学 3  1:02.59 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 予選 濱田　結菜 須磨学園高校 高校 1  1:02.82 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 予選 井上　真帆 ＰＳＫＳＳ 小学 5  1:06.06 JOC夏新
バタフライ  200m 女子 決勝 浦瀬　彩子 須磨学園高校 高校 3  2:15.55 JOC夏新
バタフライ  200m 女子 決勝 松本　茉与 市川高校 高校 2  2:16.61 JOC夏新
バタフライ  200m 女子 予選 浦瀬　彩子 須磨学園高校 高校 3  2:16.90 JOC夏新

個人メドレー  200m 女子 決勝 清水　史華 姫路商業高校 高校 1  2:19.88 JOC夏新
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