
第66回兵庫県中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  200m 男子 決勝 野口　温大 西・山崎西 中学 3  1:58.29 標準新
自由形  200m 男子 決勝 槙山　陽稀 阪・日新 中学 3  1:59.40 標準新
自由形  200m 男子 決勝 近谷　優毅 神・本山 中学 2  2:01.10
自由形  200m 男子 予選 野口　温大 西・山崎西 中学 3  1:58.77 標準新
自由形  200m 男子 予選 槙山　陽稀 阪・日新 中学 3  2:00.00
自由形  200m 男子 予選 浅野　颯太 阪・上ヶ原 中学 2  2:02.52
自由形  400m 男子 決勝 菖池　竜輝 丹・富士 中学 3  4:02.25 標準新
自由形  400m 男子 決勝 野口　温大 西・山崎西 中学 3  4:09.27 標準新
自由形  400m 男子 決勝 増田　達哉 淡・三原 中学 2  4:11.91
自由形  400m 男子 決勝 白根　兵悟 中・山陽 中学 1  4:20.87
自由形  400m 男子 予選 菖池　竜輝 丹・富士 中学 3  4:01.68 大会新    標準新
自由形  400m 男子 予選 野口　温大 西・山崎西 中学 3  4:11.41
自由形  400m 男子 予選 増田　達哉 淡・三原 中学 2  4:12.24
自由形  400m 男子 予選 佐伯　一光 阪・松崎 中学 3  4:12.48
自由形  400m 男子 予選 白根　兵悟 中・山陽 中学 1  4:20.53
自由形 1500m 男子 タイム決勝 菖池　竜輝 丹・富士 中学 3 16:01.76 大会新    標準新
自由形 1500m 男子 タイム決勝 増田　達哉 淡・三原 中学 2 16:34.69 標準新
自由形 1500m 男子 タイム決勝 吉田　尚悟 東・滝野 中学 3 16:45.45 標準新
自由形 1500m 男子 タイム決勝 白根　兵悟 中・山陽 中学 1 17:03.95
背泳ぎ  100m 男子 決勝 木下　周勇 神・上野 中学 2  1:01.60 標準新
背泳ぎ  100m 男子 予選 高　　大輔 阪・関西学院 中学 2  1:01.40 標準新
背泳ぎ  100m 男子 予選 木下　周勇 神・上野 中学 2  1:01.41 標準新
背泳ぎ  200m 男子 決勝 縄井　彪士 東・自由が丘 中学 3  2:11.03 標準新
背泳ぎ  200m 男子 決勝 福本　勝太 中・安富 中学 2  2:12.52 標準新
背泳ぎ  200m 男子 決勝 木下　周勇 神・上野 中学 2  2:13.21
背泳ぎ  200m 男子 予選 縄井　彪士 東・自由が丘 中学 3  2:11.00 標準新
背泳ぎ  200m 男子 予選 木下　周勇 神・上野 中学 2  2:12.47 標準新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 斉藤　　迅 東・朝霧 中学 3  1:06.80 標準新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 髙須賀　隼 神・本山 中学 3  1:07.26
平泳ぎ  100m 男子 決勝 松本波瑠馬 阪・甲南 中学 3  1:07.60
平泳ぎ  100m 男子 予選 斉藤　　迅 東・朝霧 中学 3  1:06.70 標準新
平泳ぎ  100m 男子 予選 髙須賀　隼 神・本山 中学 3  1:07.54
平泳ぎ  200m 男子 決勝 斉藤　　迅 東・朝霧 中学 3  2:21.24 標準新
平泳ぎ  200m 男子 決勝 松本波瑠馬 阪・甲南 中学 3  2:24.68 標準新
平泳ぎ  200m 男子 決勝 谷水輝一朗 丹・氷上 中学 3  2:25.37
平泳ぎ  200m 男子 予選 斉藤　　迅 東・朝霧 中学 3  2:21.67 標準新
平泳ぎ  200m 男子 予選 谷水輝一朗 丹・氷上 中学 3  2:25.73
平泳ぎ  200m 男子 予選 髙須賀　隼 神・本山 中学 3  2:25.96

バタフライ  100m 男子 決勝 塚本　康介 西・赤穂東 中学 3    56.88 大会新    標準新
バタフライ  100m 男子 決勝 重本孝太郎 神・押部谷 中学 1  1:00.21
バタフライ  100m 男子 予選 塚本　康介 西・赤穂東 中学 3    57.06 大会新    標準新
バタフライ  100m 男子 予選 重本孝太郎 神・押部谷 中学 1  1:00.47
バタフライ  200m 男子 予選 重本孝太郎 神・押部谷 中学 1  2:16.01

個人メドレー  200m 男子 決勝 西尾　太希 神・歌敷山 中学 3  2:09.59 標準新
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第66回兵庫県中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
個人メドレー  200m 男子 予選 西尾　太希 神・歌敷山 中学 3  2:12.29 標準新
個人メドレー  400m 男子 決勝 西尾　太希 神・歌敷山 中学 3  4:40.23 標準新
個人メドレー  400m 男子 予選 西尾　太希 神・歌敷山 中学 3  4:43.15 標準新

自由形  100m 女子 決勝 森　菜々子 阪・甲陵 中学 3    59.34 標準新
自由形  100m 女子 決勝 中野　帆波 阪・松崎 中学 1  1:00.91
自由形  100m 女子 予選 中野　帆波 阪・松崎 中学 1  1:00.94
自由形  200m 女子 決勝 井上　真帆 丹・丹南 中学 1  2:06.38 標準新
自由形  200m 女子 決勝 森　菜々子 阪・甲陵 中学 3  2:06.71 標準新
自由形  200m 女子 決勝 本田　桃香 神・桃山台 中学 3  2:07.16 標準新
自由形  200m 女子 決勝 前田　美玖 西・坂越 中学 3  2:08.51
自由形  200m 女子 決勝 上田　幸歩 丹・上野台 中学 1  2:11.92
自由形  200m 女子 予選 本田　桃香 神・桃山台 中学 3  2:07.62 標準新
自由形  200m 女子 予選 井上　真帆 丹・丹南 中学 1  2:07.65 標準新
自由形  200m 女子 予選 上田　幸歩 丹・上野台 中学 1  2:11.77
自由形  400m 女子 決勝 梶野　千紗 神・烏帽子 中学 3  4:25.85 標準新
自由形  400m 女子 決勝 津田　歩季 中・増位 中学 1  4:27.64 標準新
自由形  400m 女子 決勝 金子はづき 東・高砂 中学 2  4:29.09
自由形  400m 女子 予選 梶野　千紗 神・烏帽子 中学 3  4:25.62 標準新
自由形  400m 女子 予選 津田　歩季 中・増位 中学 1  4:31.07
自由形  800m 女子 タイム決勝 梶野　千紗 神・烏帽子 中学 3  9:03.98 標準新
自由形  800m 女子 タイム決勝 内田　真樹 東・高砂 中学 2  9:04.15 標準新
自由形  800m 女子 タイム決勝 津田　歩季 中・増位 中学 1  9:10.91 標準新
背泳ぎ  100m 女子 決勝 居林　優衣 阪・成良 中学 3  1:03.32 標準新
背泳ぎ  100m 女子 予選 居林　優衣 阪・成良 中学 3  1:03.45 標準新
背泳ぎ  200m 女子 決勝 居林　優衣 阪・成良 中学 3  2:14.33 標準新
背泳ぎ  200m 女子 予選 居林　優衣 阪・成良 中学 3  2:17.85 標準新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 岡田　侑奈 丹・ゆりのき 中学 2  1:12.35 標準新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 小池　柚花 神・西神 中学 2  1:13.22 標準新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 堀上　綺良 阪・上甲子園 中学 2  1:13.41 標準新
平泳ぎ  100m 女子 予選 小池　柚花 神・西神 中学 2  1:13.54 標準新
平泳ぎ  100m 女子 予選 岡田　侑奈 丹・ゆりのき 中学 2  1:13.91 標準新
平泳ぎ  200m 女子 決勝 小池　柚花 神・西神 中学 2  2:35.77 標準新
平泳ぎ  200m 女子 決勝 岡田　侑奈 丹・ゆりのき 中学 2  2:35.86 標準新
平泳ぎ  200m 女子 決勝 堀上　綺良 阪・上甲子園 中学 2  2:36.36 標準新
平泳ぎ  200m 女子 予選 小池　柚花 神・西神 中学 2  2:35.34 標準新
平泳ぎ  200m 女子 予選 岡田　侑奈 丹・ゆりのき 中学 2  2:37.26

バタフライ  100m 女子 決勝 西村　麻亜 東・魚住 中学 3  1:01.87 大会新    標準新
バタフライ  100m 女子 予選 西村　麻亜 東・魚住 中学 3  1:03.02 標準新
バタフライ  200m 女子 決勝 西村　麻亜 東・魚住 中学 3  2:14.83 大会新    標準新
バタフライ  200m 女子 予選 西村　麻亜 東・魚住 中学 3  2:17.36 標準新

個人メドレー  200m 女子 決勝 笠松　咲蘭 神・井吹台 中学 2  2:21.45 標準新
個人メドレー  200m 女子 決勝 井上　真帆 丹・丹南 中学 1  2:21.75 標準新
個人メドレー  200m 女子 決勝 具志　陽香 阪・塩瀬 中学 2  2:22.85 標準新
個人メドレー  200m 女子 決勝 村木　　心 阪・中山五月 中学 1  2:28.02
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第66回兵庫県中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
個人メドレー  200m 女子 予選 笠松　咲蘭 神・井吹台 中学 2  2:23.32
個人メドレー  200m 女子 予選 井上　真帆 丹・丹南 中学 1  2:23.52
個人メドレー  200m 女子 予選 具志　陽香 阪・塩瀬 中学 2  2:23.56
個人メドレー  400m 女子 決勝 具志　陽香 阪・塩瀬 中学 2  4:59.50 大会新    標準新
個人メドレー  400m 女子 決勝 笠松　咲蘭 神・井吹台 中学 2  5:00.83 大会新    標準新
個人メドレー  400m 女子 予選 具志　陽香 阪・塩瀬 中学 2  5:02.33 標準新
個人メドレー  400m 女子 予選 笠松　咲蘭 神・井吹台 中学 2  5:02.87
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第66回兵庫県中学校選手権水泳競技大会_リレー第１泳者 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 中間記録 中間新記録マーク 事由マーク
リレー  400m 男子 予選 西尾　太希 神・歌敷山 中学 3    54.33 標準新
リレー  400m 女子 決勝 西村　麻亜 東・魚住 中学 3    58.91 大会新    標準新
リレー  400m 女子 決勝 森　菜々子 阪・甲陵 中学 3    59.10 大会ﾀｲ    標準新
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