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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  200m 男子 決勝 友武　　涼 兵・丹南 中学 3  1:57.47
自由形  200m 男子 決勝 森田　幸佑 兵・上郡 中学 3  1:58.53
自由形  200m 男子 決勝 山本康司郎 兵・御殿山 中学 3  1:59.08
自由形  200m 男子 決勝 野口　温大 兵・山崎西 中学 2  2:01.08
自由形  200m 男子 予選 森田　幸佑 兵・上郡 中学 3  1:58.74
自由形 1500m 男子 タイム決勝 古畑　海生 兵・野々池 中学 3 16:13.18
自由形 1500m 男子 タイム決勝 菖池　竜輝 兵・富士 中学 2 16:22.30
自由形 1500m 男子 タイム決勝 福田　裕輝 兵・垂水東 中学 3 16:26.66
自由形 1500m 男子 タイム決勝 福原　匠海 兵・山崎西 中学 3 16:32.59
自由形 1500m 男子 タイム決勝 西尾　太希 兵・歌敷山 中学 2 16:52.86
背泳ぎ  100m 男子 決勝 藤田　紘希 兵・西脇 中学 3  1:00.35
平泳ぎ  100m 男子 決勝 山本　剛矢 兵・附属住吉 中学 3  1:07.42
平泳ぎ  100m 男子 決勝 髙須賀　隼 兵・本山 中学 2  1:08.53
平泳ぎ  100m 男子 予選 髙須賀　隼 兵・本山 中学 2  1:08.71

バタフライ  100m 男子 決勝 大園　悠生 兵・大庄北 中学 3    57.94
個人メドレー  200m 男子 決勝 斉藤　　迅 兵・朝霧 中学 2  2:14.23
個人メドレー  200m 男子 予選 斉藤　　迅 兵・朝霧 中学 2  2:13.40

自由形  200m 女子 決勝 西村　麻亜 兵・魚住 中学 2  2:09.41
自由形  200m 女子 予選 西村　麻亜 兵・魚住 中学 2  2:09.49
背泳ぎ  100m 女子 決勝 白井　璃緒 兵・宝塚 中学 3  1:03.10 大会新
背泳ぎ  100m 女子 決勝 居林　優衣 兵・成良 中学 2  1:04.24
背泳ぎ  100m 女子 予選 白井　璃緒 兵・宝塚 中学 3  1:03.12 大会新
背泳ぎ  100m 女子 予選 居林　優衣 兵・成良 中学 2  1:04.59
平泳ぎ  100m 女子 決勝 関戸　珠実 兵・塚口 中学 3  1:11.33 大会新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 岡田　侑奈 兵・ゆりのき台 中学 1  1:14.85
平泳ぎ  100m 女子 予選 関戸　珠実 兵・塚口 中学 3  1:12.60
平泳ぎ  100m 女子 予選 岡田　侑奈 兵・ゆりのき台 中学 1  1:15.84

バタフライ  100m 女子 決勝 西村　麻亜 兵・魚住 中学 2  1:02.25 大会新
バタフライ  100m 女子 決勝 梶野　千紗 兵・烏帽子 中学 2  1:03.53
バタフライ  100m 女子 予選 西村　麻亜 兵・魚住 中学 2  1:02.89
バタフライ  100m 女子 予選 梶野　千紗 兵・烏帽子 中学 2  1:03.19

個人メドレー  200m 女子 決勝 笠松　咲蘭 兵・井吹台 中学 1  2:24.76
個人メドレー  200m 女子 予選 笠松　咲蘭 兵・井吹台 中学 1  2:27.59
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