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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   50m 男子 決勝 重本孝太郎 神・押部谷 中学 3    24.31 大会新
自由形   50m 男子 決勝 上田遼太郎 神・六甲学院 中学 3    25.06 大会新
自由形   50m 男子 予選 重本孝太郎 神・押部谷 中学 3    24.49 大会新
自由形  100m 男子 決勝 上田遼太郎 神・六甲学院 中学 3    54.49
自由形  100m 男子 予選 上田遼太郎 神・六甲学院 中学 3    54.84
自由形  400m 男子 決勝 久保田一矢 神・鷹取 中学 3  4:06.23
自由形 1500m 男子 タイム決勝 久保田一矢 神・鷹取 中学 3 16:08.90 大会新
背泳ぎ  100m 男子 決勝 大平　理登 神・唐櫃 中学 2    59.79
背泳ぎ  100m 男子 決勝 前田　駿太 神・駒ヶ林 中学 2  1:01.05
背泳ぎ  100m 男子 予選 前田　駿太 神・駒ヶ林 中学 2  1:01.64
背泳ぎ  200m 男子 決勝 前田　駿太 神・駒ヶ林 中学 2  2:10.32
背泳ぎ  200m 男子 決勝 赤坂　太成 神・井吹台 中学 2  2:13.43
背泳ぎ  200m 男子 予選 前田　駿太 神・駒ヶ林 中学 2  2:11.80
平泳ぎ  200m 男子 決勝 小川　雄大 神・有野 中学 2  2:28.21

バタフライ  100m 男子 決勝 重本孝太郎 神・押部谷 中学 3    57.41 大会新
バタフライ  100m 男子 決勝 竹中　拓哉 神・烏帽子 中学 2    59.43
バタフライ  100m 男子 予選 重本孝太郎 神・押部谷 中学 3    57.81 大会新
バタフライ  200m 男子 決勝 竹中　拓哉 神・烏帽子 中学 2  2:09.47
バタフライ  200m 男子 予選 竹中　拓哉 神・烏帽子 中学 2  2:09.63

個人メドレー  400m 男子 決勝 大平　理登 神・唐櫃 中学 2  4:34.82 大会新
自由形   50m 女子 決勝 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 1    27.34 大会新
自由形   50m 女子 決勝 貴島風海香 神・西代 中学 2    27.81
自由形   50m 女子 予選 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 1    27.18 大会新
自由形  100m 女子 決勝 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 1    59.58
自由形  100m 女子 決勝 貴島風海香 神・西代 中学 2    59.61
自由形  100m 女子 決勝 片山　珠里 神・歌敷山 中学 1  1:01.05
自由形  100m 女子 予選 吉田　芽生 神・櫨谷 中学 1  1:00.29
平泳ぎ  200m 女子 決勝 岡井　夏凜 神・鷹匠 中学 1  2:40.61
平泳ぎ  200m 女子 予選 岡井　夏凜 神・鷹匠 中学 1  2:42.64

バタフライ  100m 女子 決勝 四ツ谷智香 神・駒ヶ林 中学 2  1:04.16
バタフライ  100m 女子 予選 四ツ谷智香 神・駒ヶ林 中学 2  1:04.02

個人メドレー  200m 女子 決勝 中澤　　葵 神・渚 中学 1  2:26.51
個人メドレー  200m 女子 予選 中澤　　葵 神・渚 中学 1  2:28.18
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