
第58回兵庫県高等学校ジュニア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  400m 男子 決勝 アハマド隼人 報徳学園 高校 2  4:03.37 大会新
自由形  400m 男子 決勝 福原　匠海 市川高校 高校 1  4:03.92
自由形  400m 男子 決勝 福田　裕輝 報徳学園 高校 1  4:05.90
自由形  400m 男子 予選 アハマド隼人 報徳学園 高校 2  4:00.80 大会新
自由形  400m 男子 予選 福原　匠海 市川高校 高校 1  4:05.33
自由形  400m 男子 予選 福田　裕輝 報徳学園 高校 1  4:06.74
背泳ぎ  100m 男子 決勝 佐多　直浩 関西学院高 高校 2    58.70
平泳ぎ  100m 男子 決勝 大谷　　洸 御影 高校 2  1:04.62
平泳ぎ  100m 男子 決勝 宮本　光琉 須磨学園高校 高校 2  1:05.65
平泳ぎ  100m 男子 予選 大谷　　洸 御影 高校 2  1:04.62

バタフライ  100m 男子 決勝 幌村　　尚 西脇工業高校 高校 2    54.56 大会新
バタフライ  100m 男子 決勝 佐伯　勇武 須磨学園高校 高校 2    55.35 大会新
バタフライ  100m 男子 決勝 澁谷　鉄人 報徳学園 高校 2    56.55
バタフライ  100m 男子 決勝 友武　　涼 関西学院高 高校 1    56.62
バタフライ  100m 男子 決勝 大川　航輝 甲南高校 高校 2    56.65
バタフライ  100m 男子 予選 佐伯　勇武 須磨学園高校 高校 2    55.65
バタフライ  100m 男子 予選 幌村　　尚 西脇工業高校 高校 2    56.05
バタフライ  100m 男子 予選 大川　航輝 甲南高校 高校 2    56.30

個人メドレー  200m 男子 決勝 中務　貴文 市川高校 高校 2  2:06.66 大会新
個人メドレー  200m 男子 予選 中務　貴文 市川高校 高校 2  2:06.99

自由形  400m 女子 決勝 白井　璃緒 宝塚東 高校 1  4:16.96 大会新
自由形  400m 女子 予選 白井　璃緒 宝塚東 高校 1  4:18.96 大会新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 関戸　珠実 須磨学園高校 高校 1  1:10.38 県新      県高新    大会新

平泳ぎ  100m 女子 決勝 阿座上　遥 関西学院高 高校 1  1:11.68 大会新
平泳ぎ  100m 女子 予選 関戸　珠実 須磨学園高校 高校 1  1:11.46 大会新
平泳ぎ  100m 女子 予選 阿座上　遥 関西学院高 高校 1  1:12.72 大会新

バタフライ  100m 女子 決勝 森　　里菜 須磨学園高校 高校 2  1:02.70
バタフライ  100m 女子 予選 森　　里菜 須磨学園高校 高校 2  1:02.98

個人メドレー  200m 女子 決勝 中澤　　萌 須磨学園高校 高校 2  2:20.38
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第58回兵庫県高等学校ジュニア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 決勝 佐伯　勇武 須磨学園高校 高校 2    52.48
リレー  400m 男子 決勝 友武　　涼 関西学院高 高校 1    53.22
リレー  400m 男子 決勝 友武　　涼 関西学院高 高校 1    53.22

メドレーリレー  400m 女子 予選 白井　璃緒 宝塚東 高校 1  1:04.32
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