
第69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 川村　聖輝 報徳学園 高校 3    23.62 大会新    IH標新
自由形   50m 男子 予選 川村　聖輝 報徳学園 高校 3    23.84 IH標新
自由形  100m 男子 決勝 川村　聖輝 報徳学園 高校 3    51.90 IH標新
自由形  100m 男子 予選 川村　聖輝 報徳学園 高校 3    52.45 IH標新
自由形  100m 男子 予選 友武　　涼 関西学院 高校 1    53.16 IH標新
自由形  200m 男子 決勝 澁谷　鉄人 報徳学園 高校 2  1:51.86 IH標新
自由形  200m 男子 決勝 溝畑　樹蘭 報徳学園 高校 2  1:52.85 IH標新
自由形  200m 男子 予選 澁谷　鉄人 報徳学園 高校 2  1:52.96 IH標新
自由形  200m 男子 予選 溝畑　樹蘭 報徳学園 高校 2  1:53.61 IH標新
自由形  200m 男子 予選 寺田　弘剛 市川 高校 3  1:54.38 IH標新
自由形  200m 男子 予選 友武　　涼 関西学院 高校 1  1:54.50 IH標新
自由形  200m 男子 予選 阿部　　希 市川 高校 3  1:55.37
自由形  200m 男子 予選 大阪　　拓 報徳学園 高校 2  1:56.70
自由形  400m 男子 決勝 古畑　海生 市川 高校 1  4:01.46 IH標新
自由形  400m 男子 決勝 福原　匠海 市川 高校 1  4:03.25 IH標新
自由形  400m 男子 予選 古畑　海生 市川 高校 1  4:02.13 IH標新
自由形  400m 男子 予選 福原　匠海 市川 高校 1  4:02.68 IH標新
自由形  400m 男子 予選 澁谷　鉄人 報徳学園 高校 2  4:04.19 IH標新
自由形  400m 男子 予選 福田　裕輝 報徳学園 高校 1  4:06.64
自由形 1500m 男子 決勝 アハマド隼人 報徳学園 高校 2 15:46.24 IH標新
自由形 1500m 男子 決勝 古畑　海生 市川 高校 1 15:51.22 IH標新
自由形 1500m 男子 決勝 東谷　一輝 市尼崎 高校 3 16:00.27 IH標新
自由形 1500m 男子 予選 アハマド隼人 報徳学園 高校 2 15:55.19 IH標新
自由形 1500m 男子 予選 古畑　海生 市川 高校 1 15:58.26 IH標新
自由形 1500m 男子 予選 東谷　一輝 市尼崎 高校 3 16:04.13 IH標新
自由形 1500m 男子 予選 牟田　昇平 三田学園 高校 1 16:16.01 IH標新
自由形 1500m 男子 予選 佐々木亜留 姫路商 高校 1 16:21.98 IH標新
背泳ぎ  100m 男子 決勝 野々口慎也 報徳学園 高校 2    58.38 IH標新
背泳ぎ  100m 男子 予選 野々口慎也 報徳学園 高校 2    58.39 IH標新
背泳ぎ  100m 男子 予選 佐多　直浩 関西学院 高校 2    58.75 IH標新
背泳ぎ  200m 男子 決勝 野々口慎也 報徳学園 高校 2  2:07.24 IH標新
背泳ぎ  200m 男子 予選 野々口慎也 報徳学園 高校 2  2:06.92 IH標新
背泳ぎ  200m 男子 予選 中　　猛至 市川 高校 1  2:08.25 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 川原　渓青 姫路商 高校 3  1:04.77 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 大谷　　洸 御影 高校 2  1:05.15
平泳ぎ  100m 男子 予選 大谷　　洸 御影 高校 2  1:04.80 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 予選 川原　渓青 姫路商 高校 3  1:04.84 IH標新
平泳ぎ  100m 男子 予選 宮本　光琉 須磨学園 高校 2  1:05.42
平泳ぎ  200m 男子 決勝 大谷　　洸 御影 高校 2  2:19.45 IH標新
平泳ぎ  200m 男子 決勝 宮本　光琉 須磨学園 高校 2  2:19.50 IH標新
平泳ぎ  200m 男子 決勝 宮嵜　真志 報徳学園 高校 2  2:20.71
平泳ぎ  200m 男子 予選 大谷　　洸 御影 高校 2  2:19.14 IH標新
平泳ぎ  200m 男子 予選 宮本　光琉 須磨学園 高校 2  2:19.86
平泳ぎ  200m 男子 予選 宮嵜　真志 報徳学園 高校 2  2:20.35
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第69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
平泳ぎ  200m 男子 予選 川原　渓青 姫路商 高校 3  2:20.35

バタフライ  100m 男子 決勝 幌村　　尚 西脇工業 高校 2    53.43 IH標新
バタフライ  100m 男子 決勝 佐伯　勇武 須磨学園 高校 2    55.68 IH標新
バタフライ  100m 男子 決勝 大川　航輝 甲南 高校 2    56.28 IH標新
バタフライ  100m 男子 予選 幌村　　尚 西脇工業 高校 2    54.22 IH標新
バタフライ  100m 男子 予選 佐伯　勇武 須磨学園 高校 2    55.40 IH標新
バタフライ  100m 男子 予選 大川　航輝 甲南 高校 2    55.67 IH標新
バタフライ  200m 男子 決勝 幌村　　尚 西脇工業 高校 2  1:59.33 大会新    IH標新
バタフライ  200m 男子 決勝 佐伯　勇武 須磨学園 高校 2  2:02.06 IH標新
バタフライ  200m 男子 予選 幌村　　尚 西脇工業 高校 2  2:00.33 IH標新
バタフライ  200m 男子 予選 佐伯　勇武 須磨学園 高校 2  2:03.20 IH標新
バタフライ  200m 男子 予選 藤川　尚輝 須磨翔風 高校 3  2:04.88 IH標新
バタフライ  200m 男子 予選 酒井　睦渡 報徳学園 高校 2  2:05.58

個人メドレー  200m 男子 決勝 溝畑　樹蘭 報徳学園 高校 2  2:04.05 IH標新
個人メドレー  200m 男子 決勝 冨田　圭人 市川 高校 2  2:05.86 IH標新
個人メドレー  200m 男子 決勝 寺田　弘剛 市川 高校 3  2:06.82 IH標新
個人メドレー  200m 男子 決勝 森山　詩稀 須磨学園 高校 3  2:07.59 IH標新
個人メドレー  200m 男子 予選 溝畑　樹蘭 報徳学園 高校 2  2:05.35 IH標新
個人メドレー  200m 男子 予選 森山　詩稀 須磨学園 高校 3  2:06.41 IH標新
個人メドレー  200m 男子 予選 寺田　弘剛 市川 高校 3  2:07.57 IH標新
個人メドレー  200m 男子 予選 冨田　圭人 市川 高校 2  2:08.00 IH標新
個人メドレー  200m 男子 予選 中務　貴文 市川 高校 2  2:08.70 IH標新
個人メドレー  200m 男子 予選 上中　幸哉 報徳学園 高校 2  2:09.23 IH標新
個人メドレー  400m 男子 決勝 冨田　圭人 市川 高校 2  4:31.83 IH標新
個人メドレー  400m 男子 決勝 上中　幸哉 報徳学園 高校 2  4:32.80 IH標新
個人メドレー  400m 男子 予選 冨田　圭人 市川 高校 2  4:30.72 IH標新
個人メドレー  400m 男子 予選 上中　幸哉 報徳学園 高校 2  4:32.62 IH標新
個人メドレー  400m 男子 予選 中務　貴文 市川 高校 2  4:36.14

自由形   50m 女子 決勝 松岡　弥玖 洲本 高校 3    26.79 IH標新
自由形   50m 女子 決勝 山岡　千紋 園田 高校 1    27.22 IH標新
自由形   50m 女子 予選 山岡　千紋 園田 高校 1    27.12 IH標新
自由形   50m 女子 予選 岡　真衣香 須磨学園 高校 1    27.21 IH標新
自由形  100m 女子 決勝 山岡　千紋 園田 高校 1    58.98 IH標新
自由形  100m 女子 予選 山岡　千紋 園田 高校 1    58.89 IH標新
自由形  100m 女子 予選 岡　真衣香 須磨学園 高校 1    59.31
自由形  200m 女子 決勝 濱中　　雪 須磨学園 高校 3  2:04.00 IH標新
自由形  200m 女子 決勝 笠松　百佳 関西学院 高校 1  2:06.84
自由形  200m 女子 予選 濱中　　雪 須磨学園 高校 3  2:04.54 IH標新
自由形  200m 女子 予選 笠松　百佳 関西学院 高校 1  2:05.03 IH標新
自由形  400m 女子 決勝 濱田　結菜 須磨学園 高校 3  4:19.70 IH標新
自由形  400m 女子 決勝 濱中　　雪 須磨学園 高校 3  4:22.48 IH標新
自由形  400m 女子 予選 濱田　結菜 須磨学園 高校 3  4:20.91 IH標新
自由形  400m 女子 予選 濱中　　雪 須磨学園 高校 3  4:23.07 IH標新
自由形  400m 女子 予選 清水　史華 姫路商 高校 3  4:24.87 IH標新
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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  800m 女子 決勝 濱田　結菜 須磨学園 高校 3  8:50.79 IH標新
自由形  800m 女子 予選 濱田　結菜 須磨学園 高校 3  8:55.38 IH標新
背泳ぎ  100m 女子 決勝 白井　璃緒 宝塚東 高校 1  1:02.32 IH標新
背泳ぎ  100m 女子 決勝 小宮　紅葉 啓明学院 高校 2  1:04.17 IH標新
背泳ぎ  100m 女子 決勝 森岡　未来 市尼崎 高校 2  1:04.98
背泳ぎ  100m 女子 予選 白井　璃緒 宝塚東 高校 1  1:03.09 IH標新
背泳ぎ  100m 女子 予選 小宮　紅葉 啓明学院 高校 2  1:03.83 IH標新
背泳ぎ  100m 女子 予選 森岡　未来 市尼崎 高校 2  1:04.97
背泳ぎ  200m 女子 決勝 白井　璃緒 宝塚東 高校 1  2:13.13 大会新    IH標新
背泳ぎ  200m 女子 決勝 森岡　未来 市尼崎 高校 2  2:16.76 IH標新
背泳ぎ  200m 女子 決勝 小宮　紅葉 啓明学院 高校 2  2:18.78 IH標新
背泳ぎ  200m 女子 予選 白井　璃緒 宝塚東 高校 1  2:16.49 IH標新
背泳ぎ  200m 女子 予選 森岡　未来 市尼崎 高校 2  2:17.05 IH標新
背泳ぎ  200m 女子 予選 小宮　紅葉 啓明学院 高校 2  2:18.61 IH標新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 関戸　珠実 須磨学園 高校 1  1:11.03 IH標新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 阿座上　遥 関西学院 高校 1  1:12.29 IH標新
平泳ぎ  100m 女子 予選 関戸　珠実 須磨学園 高校 1  1:11.83 IH標新
平泳ぎ  100m 女子 予選 阿座上　遥 関西学院 高校 1  1:12.60 IH標新
平泳ぎ  200m 女子 決勝 関戸　珠実 須磨学園 高校 1  2:30.90 IH標新
平泳ぎ  200m 女子 決勝 阿座上　遥 関西学院 高校 1  2:33.24 IH標新
平泳ぎ  200m 女子 決勝 近藤　　和 三木北 高校 3  2:35.05 IH標新
平泳ぎ  200m 女子 予選 関戸　珠実 須磨学園 高校 1  2:31.73 IH標新
平泳ぎ  200m 女子 予選 近藤　　和 三木北 高校 3  2:35.15 IH標新
平泳ぎ  200m 女子 予選 阿座上　遥 関西学院 高校 1  2:35.87 IH標新

バタフライ  100m 女子 予選 森　　里菜 須磨学園 高校 2  1:02.87 IH標新
バタフライ  200m 女子 決勝 森　　里菜 須磨学園 高校 2  2:12.91 IH標新
バタフライ  200m 女子 予選 森　　里菜 須磨学園 高校 2  2:14.75 IH標新
バタフライ  200m 女子 予選 永井きらら 姫路商 高校 2  2:17.45 IH標新

個人メドレー  200m 女子 決勝 石川　穂波 須磨学園 高校 3  2:18.12 IH標新
個人メドレー  200m 女子 決勝 中澤　　萌 須磨学園 高校 2  2:20.59 IH標新
個人メドレー  200m 女子 決勝 近藤　　和 三木北 高校 3  2:20.96 IH標新
個人メドレー  200m 女子 予選 石川　穂波 須磨学園 高校 3  2:20.16 IH標新
個人メドレー  200m 女子 予選 中澤　　萌 須磨学園 高校 2  2:20.36 IH標新
個人メドレー  200m 女子 予選 近藤　　和 三木北 高校 3  2:20.92 IH標新
個人メドレー  400m 女子 決勝 石川　穂波 須磨学園 高校 3  4:56.65 IH標新
個人メドレー  400m 女子 決勝 中澤　　萌 須磨学園 高校 2  4:58.38 IH標新
個人メドレー  400m 女子 予選 石川　穂波 須磨学園 高校 3  4:57.22 IH標新
個人メドレー  400m 女子 予選 中澤　　萌 須磨学園 高校 2  4:58.48 IH標新
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第69回近畿高等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 決勝 川村　聖輝 報徳学園 高校 3    52.25
リレー  400m 男子 決勝 寺田　弘剛 市川 高校 3    52.45
リレー  400m 男子 予選 佐伯　勇武 須磨学園 高校 2    52.96
リレー  800m 男子 決勝 溝畑　樹蘭 報徳学園 高校 2  1:52.56
リレー  800m 男子 決勝 寺田　弘剛 市川 高校 3  1:53.64
リレー  800m 男子 予選 溝畑　樹蘭 報徳学園 高校 2  1:53.21
リレー  800m 男子 予選 友武　　涼 関西学院 高校 1  1:54.07
リレー  800m 男子 予選 寺田　弘剛 市川 高校 3  1:54.32
リレー  800m 男子 予選 佐伯　勇武 須磨学園 高校 2  1:54.54
リレー  800m 男子 予選 森田　幸佑 姫路商 高校 1  1:57.60

メドレーリレー  400m 男子 決勝 野々口慎也 報徳学園 高校 2    58.47
メドレーリレー  400m 男子 予選 野々口慎也 報徳学園 高校 2    58.68

リレー  400m 女子 決勝 濱田　結菜 須磨学園 高校 3    58.00
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