
JSCA近畿SC選手権地区対抗水泳競技大会 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 コナミ西宮 高校 3    23.75
自由形  100m 男子 決勝 川村　聖輝 コナミ西宮 高校 3    51.97
自由形  200m 男子 タイム決勝 澁谷　鉄人 神鉄ＳＳ 高校 2  1:51.58
自由形  200m 男子 タイム決勝 友武　　涼 コナミ三田 高校 1  1:55.72
自由形  200m 男子 タイム決勝 和田信太郎 コナミ西宮 中学 2  2:02.08
自由形  400m 男子 タイム決勝 澁谷　鉄人 神鉄ＳＳ 高校 2  3:56.05
自由形 1500m 男子 タイム決勝 佐伯　一光 コナミ西宮 中学 3 16:43.46
背泳ぎ  100m 男子 決勝 佐多　直浩 塚口ＳＳ 高校 2    58.80
背泳ぎ  100m 男子 決勝 金本　祐伎 コナミ西宮 高校 1    58.84
平泳ぎ  100m 男子 決勝 大谷　　洸 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 2  1:04.84
平泳ぎ  100m 男子 決勝 杉村　怜律 コナミ西宮 高校 3  1:04.98
平泳ぎ  100m 男子 予選 大谷　　洸 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 2  1:05.65
平泳ぎ  200m 男子 タイム決勝 杉村　怜律 コナミ西宮 高校 3  2:18.66
平泳ぎ  200m 男子 タイム決勝 大谷　　洸 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 2  2:20.02

バタフライ   50m 男子 決勝 竹中　拓哉 SA六甲道 小学 6    29.86
バタフライ  100m 男子 決勝 佐伯　勇武 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 2    56.00
バタフライ  100m 男子 決勝 竹中　拓哉 SA六甲道 小学 6  1:05.68
バタフライ  100m 男子 予選 佐伯　勇武 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 2    55.97
バタフライ  100m 男子 予選 竹中　拓哉 SA六甲道 小学 6  1:05.91
バタフライ  200m 男子 タイム決勝 佐伯　勇武 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 2  2:03.60
バタフライ  200m 男子 タイム決勝 山城　憲治 コナミ西宮 高校 2  2:05.52

個人メドレー  400m 男子 タイム決勝 上中　幸哉 神鉄ＳＳ 高校 2  4:35.59
個人メドレー  400m 男子 タイム決勝 井ノ上昭輝 コナミ西宮 中学 2  4:49.63

自由形  100m 女子 決勝 山岡　千紋 コナミ西宮 高校 1    59.32
自由形  100m 女子 決勝 森　菜々子 コナミ西宮 中学 3    59.50
自由形  100m 女子 決勝 井上　真帆 PSK 中学 1    59.66
自由形  100m 女子 予選 山岡　千紋 コナミ西宮 高校 1    59.34
自由形  100m 女子 予選 井上　真帆 PSK 中学 1  1:00.48
自由形  200m 女子 タイム決勝 森　菜々子 コナミ西宮 中学 3  2:07.51
自由形  400m 女子 タイム決勝 梶野　千紗 コナミ西宮 中学 3  4:26.79
自由形  800m 女子 タイム決勝 梶野　千紗 コナミ西宮 中学 3  9:02.84
背泳ぎ  100m 女子 決勝 小宮　紅葉 塚口ＳＳ 高校 2  1:03.75
背泳ぎ  100m 女子 予選 小宮　紅葉 塚口ＳＳ 高校 2  1:04.53
平泳ぎ  100m 女子 決勝 関戸　珠実 塚口ＳＳ 高校 1  1:11.70
平泳ぎ  100m 女子 決勝 岡田　侑奈 コナミ三田 中学 2  1:13.27
平泳ぎ  100m 女子 決勝 北口沙央梨 コナミ西宮 中学 2  1:14.46
平泳ぎ  100m 女子 予選 関戸　珠実 塚口ＳＳ 高校 1  1:12.83
平泳ぎ  100m 女子 予選 岡田　侑奈 コナミ三田 中学 2  1:13.67
平泳ぎ  200m 女子 タイム決勝 関戸　珠実 塚口ＳＳ 高校 1  2:30.73
平泳ぎ  200m 女子 タイム決勝 岡田　侑奈 コナミ三田 中学 2  2:37.38

バタフライ  100m 女子 決勝 井上　真帆 PSK 中学 1  1:03.15
バタフライ  100m 女子 予選 井上　真帆 PSK 中学 1  1:03.91

個人メドレー  200m 女子 タイム決勝 井上　真帆 PSK 中学 1  2:22.79
個人メドレー  200m 女子 タイム決勝 笠松　咲蘭 コナミ西宮 中学 2  2:23.95
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個人メドレー  400m 女子 タイム決勝 笠松　咲蘭 コナミ西宮 中学 2  5:02.37
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