
第64回近畿中学校総合体育大会 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 兵･山崎西 中学 3  1:57.76
自由形  400m 男子 決勝 野口　温大 兵･山崎西 中学 3  4:07.47
自由形  400m 男子 決勝 増田　達哉 兵･三原 中学 2  4:15.16
自由形 1500m 男子 タイム決勝 増田　達哉 兵･三原 中学 2 16:54.59
自由形 1500m 男子 タイム決勝 白根　兵悟 兵･山陽 中学 1 17:02.93
平泳ぎ  100m 男子 決勝 斉藤　　迅 兵･朝霧 中学 3  1:07.43
平泳ぎ  100m 男子 予選 斉藤　　迅 兵･朝霧 中学 3  1:07.77
平泳ぎ  200m 男子 決勝 斉藤　　迅 兵･朝霧 中学 3  2:22.99

バタフライ  100m 男子 決勝 塚本　康介 兵･赤穂東 中学 3    57.54
バタフライ  100m 男子 予選 塚本　康介 兵･赤穂東 中学 3    57.52
バタフライ  200m 男子 決勝 多鹿　正洋 兵･小野 中学 2  2:11.83

個人メドレー  200m 男子 決勝 西尾　太希 兵･歌敷山 中学 3  2:10.58
個人メドレー  200m 男子 予選 西尾　太希 兵･歌敷山 中学 3  2:09.13
個人メドレー  400m 男子 決勝 西尾　太希 兵･歌敷山 中学 3  4:41.63

自由形  200m 女子 決勝 本田　桃香 兵･桃山台 中学 3  2:08.12
自由形  200m 女子 決勝 井上　真帆 兵･丹南 中学 1  2:09.46
自由形  200m 女子 予選 井上　真帆 兵･丹南 中学 1  2:11.12
自由形  400m 女子 決勝 津田　歩季 兵･増位 中学 1  4:28.25
自由形  400m 女子 予選 津田　歩季 兵･増位 中学 1  4:32.35
自由形  800m 女子 タイム決勝 津田　歩季 兵･増位 中学 1  9:09.33
自由形  800m 女子 タイム決勝 金子はづき 兵･高砂 中学 2  9:13.72
背泳ぎ  100m 女子 決勝 居林　優衣 兵･成良 中学 3  1:04.70
背泳ぎ  200m 女子 決勝 居林　優衣 兵･成良 中学 3  2:19.00
平泳ぎ  100m 女子 決勝 小池　柚花 兵･西神 中学 2  1:14.19
平泳ぎ  100m 女子 決勝 堀上　綺良 兵･上甲子園 中学 2  1:14.33
平泳ぎ  200m 女子 決勝 堀上　綺良 兵･上甲子園 中学 2  2:34.94
平泳ぎ  200m 女子 決勝 小池　柚花 兵･西神 中学 2  2:36.69
平泳ぎ  200m 女子 予選 堀上　綺良 兵･上甲子園 中学 2  2:39.36

バタフライ  100m 女子 決勝 西村　麻亜 兵･魚住 中学 3  1:02.74
バタフライ  200m 女子 決勝 西村　麻亜 兵･魚住 中学 3  2:17.68

個人メドレー  200m 女子 決勝 具志　陽香 兵･塩瀬 中学 2  2:24.63
個人メドレー  200m 女子 決勝 井上　真帆 兵･丹南 中学 1  2:25.39
個人メドレー  200m 女子 予選 井上　真帆 兵･丹南 中学 1  2:27.17
個人メドレー  400m 女子 決勝 具志　陽香 兵･塩瀬 中学 2  4:58.12
個人メドレー  400m 女子 予選 具志　陽香 兵･塩瀬 中学 2  5:04.37
個人メドレー  400m 女子 予選 村木　　心 兵･中山五月 中学 1  5:11.57
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