
第40回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 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 重本孝太郎 ＪＳＳ三木 中学 3    24.35 大会新    JOC夏新
自由形   50m 男子 決勝 内本　　輝 イトマン西宮 小学 6    28.19 JOC夏新
自由形   50m 男子 予選 重本孝太郎 ＪＳＳ三木 中学 3    24.87
自由形  100m 男子 決勝 友武　　涼 コナミ三田 高校 3    52.19
自由形  100m 男子 決勝 森下　翔太 NSI南あわじ 高校 3    52.35
自由形  100m 男子 決勝 白根　兵悟 姫路スポーツ 中学 3    54.48
自由形  100m 男子 決勝 川越　悠河 塚口ＳＳ 中学 2    55.22
自由形  100m 男子 予選 友武　　涼 コナミ三田 高校 3    52.34
自由形  100m 男子 予選 平井　尚併 ＮＳＩ本山 高校 1    53.64
自由形  100m 男子 予選 川越　悠河 塚口ＳＳ 中学 2    55.68
自由形  200m 男子 決勝 菖池　竜輝 コナミ三田 高校 2  1:52.65 大会新    JOC夏新
自由形  200m 男子 決勝 友武　　涼 コナミ三田 高校 3  1:53.33
自由形  200m 男子 決勝 森下　翔太 NSI南あわじ 高校 3  1:53.46
自由形  200m 男子 決勝 福原　匠海 市川高校 高校 3  1:54.08
自由形  200m 男子 決勝 古畑　海生 市川高校 高校 3  1:54.67
自由形  200m 男子 決勝 福田　裕輝 ＮＳＩ 高校 3  1:54.70
自由形  200m 男子 決勝 山本康司郎 ＪＳＳ宝塚 高校 3  1:55.30
自由形  200m 男子 決勝 増田　達哉 NSI南あわじ 高校 1  1:55.68
自由形  200m 男子 決勝 和田信太郎 コナミ西宮 高校 1  1:55.79
自由形  200m 男子 決勝 上口　紘平 ＫＴＶ垂水 高校 1  1:56.65
自由形  200m 男子 決勝 久保田一矢 ＳＡ六甲道 中学 3  1:57.84
自由形  200m 男子 決勝 林　甲子郎 イトマン西宮 中学 3  1:59.70
自由形  200m 男子 決勝 森田　遥大 姫路スポーツ 中学 2  2:01.15
自由形  200m 男子 決勝 長島京志郎 ＮＳＩパール 中学 2  2:01.27
自由形  200m 男子 決勝 大倉　瑞輝 姫路スポーツ 中学 2  2:01.64 JOC夏新
自由形  200m 男子 決勝 小峯　輝羅 ＳＵＮ網干 中学 1  2:04.72 JOC夏新
自由形  200m 男子 決勝 直井進太郎 ＪＳＳ北神戸 小学 6  2:12.62
自由形  200m 男子 決勝 加登　結翔 ＪＳＳ北神戸 小学 6  2:12.91
自由形  200m 男子 予選 友武　　涼 コナミ三田 高校 3  1:54.67
自由形  200m 男子 予選 福田　裕輝 ＮＳＩ 高校 3  1:55.76
自由形  200m 男子 予選 菖池　竜輝 コナミ三田 高校 2  1:56.40
自由形  200m 男子 予選 増田　達哉 NSI南あわじ 高校 1  1:56.93
自由形  200m 男子 予選 和田信太郎 コナミ西宮 高校 1  1:57.21
自由形  200m 男子 予選 久保田一矢 ＳＡ六甲道 中学 3  1:58.74
自由形  200m 男子 予選 長島京志郎 ＮＳＩパール 中学 2  2:02.60
自由形  200m 男子 予選 大倉　瑞輝 姫路スポーツ 中学 2  2:02.60
自由形  200m 男子 予選 加登　結翔 ＪＳＳ北神戸 小学 6  2:12.85
自由形  200m 男子 予選 直井進太郎 ＪＳＳ北神戸 小学 6  2:12.91
自由形  400m 男子 タイム決勝 菖池　竜輝 コナミ三田 高校 2  3:59.41 JOC夏新
自由形  400m 男子 タイム決勝 増田　達哉 NSI南あわじ 高校 1  4:03.44
自由形  400m 男子 タイム決勝 久保田一矢 ＳＡ六甲道 中学 3  4:03.62
自由形  400m 男子 タイム決勝 井ノ上昭輝 コナミ西宮 高校 1  4:04.89
自由形  400m 男子 タイム決勝 上口　紘平 ＫＴＶ垂水 高校 1  4:05.95
自由形  400m 男子 タイム決勝 白根　兵悟 姫路スポーツ 中学 3  4:08.71
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自由形  400m 男子 タイム決勝 長島京志郎 ＮＳＩパール 中学 2  4:13.62
自由形  400m 男子 タイム決勝 児嶋　利弘 MacS加古川 中学 2  4:17.61
自由形 1500m 男子 タイム決勝 井ノ上昭輝 コナミ西宮 高校 1 16:11.87
自由形 1500m 男子 タイム決勝 岡　　謙佑 ＳＵＮ加西 中学 2 16:47.34
背泳ぎ   50m 男子 決勝 三木　颯翔 ＳＵＮ網干 小学 6    32.09
背泳ぎ   50m 男子 決勝 髙橋　悠斗 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 5    32.86 大会新    JOC夏新
背泳ぎ   50m 男子 予選 髙橋　悠斗 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 5    33.24 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 決勝 塩川　裕也 イトマン川西 高校 3    58.45
背泳ぎ  100m 男子 決勝 大平　理登 ＪＳＳ北神戸 中学 2  1:00.22 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 決勝 岡原　壮太 ＮＳＩ 中学 3  1:00.48 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 決勝 前田　駿太 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2  1:00.76 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 決勝 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 6  1:08.06 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 予選 大平　理登 ＪＳＳ北神戸 中学 2  1:00.37 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 予選 岡原　壮太 ＮＳＩ 中学 3  1:00.56 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 予選 前田　駿太 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2  1:01.23 JOC夏新
背泳ぎ  100m 男子 予選 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 6  1:08.98 JOC夏新
背泳ぎ  200m 男子 決勝 塩川　裕也 イトマン川西 高校 3  2:04.88 JOC夏新
背泳ぎ  200m 男子 決勝 福本　勝太 市川高校 高校 1  2:07.96
背泳ぎ  200m 男子 決勝 前田　駿太 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2  2:09.36 JOC夏新
背泳ぎ  200m 男子 決勝 赤坂　太成 イトマン西神 中学 2  2:11.63 JOC夏新
背泳ぎ  200m 男子 予選 塩川　裕也 イトマン川西 高校 3  2:06.39
背泳ぎ  200m 男子 予選 前田　駿太 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2  2:10.40 JOC夏新
背泳ぎ  200m 男子 予選 赤坂　太成 イトマン西神 中学 2  2:13.40 JOC夏新
平泳ぎ   50m 男子 決勝 栗原　悠里 神鉄ＳＳ 小学 6    34.24
平泳ぎ   50m 男子 予選 栗原　悠里 神鉄ＳＳ 小学 6    34.14
平泳ぎ  100m 男子 決勝 髙須賀　隼 塚口ＳＳ 高校 2  1:04.46
平泳ぎ  100m 男子 決勝 井上　賢斗 姫路スポーツ 高校 2  1:05.01
平泳ぎ  100m 男子 決勝 平井　佑典 御影ＳＳ 高校 2  1:05.36
平泳ぎ  100m 男子 決勝 武本　航志 MacS加古川 中学 1  1:07.85 大会新    JOC夏新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 小川　雄大 イトマン三田 中学 2  1:08.18
平泳ぎ  100m 男子 決勝 栗原　悠里 神鉄ＳＳ 小学 6  1:15.34
平泳ぎ  100m 男子 予選 髙須賀　隼 塚口ＳＳ 高校 2  1:05.81
平泳ぎ  100m 男子 予選 武本　航志 MacS加古川 中学 1  1:08.29 大会新    JOC夏新
平泳ぎ  100m 男子 予選 小川　雄大 イトマン三田 中学 2  1:08.52
平泳ぎ  100m 男子 予選 栗原　悠里 神鉄ＳＳ 小学 6  1:14.35
平泳ぎ  100m 男子 予選 菅野　陽日 ＪＳＳ三木 小学 5  1:20.17
平泳ぎ  200m 男子 決勝 斉藤　　迅 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校 2  2:20.25
平泳ぎ  200m 男子 決勝 廣本　　新 ＪＳＳ宝塚 中学 3  2:25.72
平泳ぎ  200m 男子 決勝 重塚　　笙 コナミ西宮 中学 2  2:27.17
平泳ぎ  200m 男子 決勝 小川　雄大 イトマン三田 中学 2  2:27.20
平泳ぎ  200m 男子 予選 斉藤　　迅 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校 2  2:21.37
平泳ぎ  200m 男子 予選 井上　賢斗 姫路スポーツ 高校 2  2:21.88
平泳ぎ  200m 男子 予選 重塚　　笙 コナミ西宮 中学 2  2:26.59

バタフライ   50m 男子 決勝 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 6    29.77 JOC夏新
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バタフライ   50m 男子 予選 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 6    29.89 JOC夏新
バタフライ  100m 男子 決勝 松田　武大 コナミ西宮 高校 2    55.29 JOC夏新
バタフライ  100m 男子 決勝 多鹿　正洋 市川高校 高校 1    56.17 JOC夏新
バタフライ  100m 男子 決勝 重本孝太郎 ＪＳＳ三木 中学 3    56.95
バタフライ  100m 男子 決勝 竹中　拓哉 ＳＡ六甲道 中学 2    59.47
バタフライ  100m 男子 決勝 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 6  1:05.26 JOC夏新
バタフライ  100m 男子 予選 松田　武大 コナミ西宮 高校 2    56.53
バタフライ  100m 男子 予選 重本孝太郎 ＪＳＳ三木 中学 3    57.96
バタフライ  100m 男子 予選 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学 6  1:04.98 JOC夏新
バタフライ  200m 男子 決勝 松田　武大 コナミ西宮 高校 2  2:06.05
バタフライ  200m 男子 決勝 多鹿　正洋 市川高校 高校 1  2:06.31
バタフライ  200m 男子 決勝 竹中　拓哉 ＳＡ六甲道 中学 2  2:09.58

個人メドレー  200m 男子 決勝 西尾　太希 市川高校 高校 2  2:05.70 大会新    JOC夏新
個人メドレー  200m 男子 決勝 北村　祥瑛 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 1  2:08.98
個人メドレー  200m 男子 決勝 大平　理登 ＪＳＳ北神戸 中学 2  2:10.31 大会新    JOC夏新
個人メドレー  200m 男子 決勝 北村　峻聖 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学 2  2:12.94 JOC夏新
個人メドレー  200m 男子 決勝 小峯　輝羅 ＳＵＮ網干 中学 1  2:15.51 大会新    JOC夏新
個人メドレー  200m 男子 決勝 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 6  2:27.93 JOC夏新
個人メドレー  200m 男子 決勝 竹内　慶悟 武庫之荘ＳＳ 小学 6  2:28.89
個人メドレー  200m 男子 決勝 大石　　快 コナミ西宮 小学 6  2:28.97 JOC夏新
個人メドレー  200m 男子 予選 西尾　太希 市川高校 高校 2  2:09.10
個人メドレー  200m 男子 予選 北村　祥瑛 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 1  2:09.67
個人メドレー  200m 男子 予選 北村　峻聖 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学 2  2:12.35 JOC夏新
個人メドレー  200m 男子 予選 大平　理登 ＪＳＳ北神戸 中学 2  2:12.88
個人メドレー  200m 男子 予選 小峯　輝羅 ＳＵＮ網干 中学 1  2:16.49 大会新    JOC夏新
個人メドレー  200m 男子 予選 大石　　快 コナミ西宮 小学 6  2:28.95 JOC夏新
個人メドレー  200m 男子 予選 田口　和輝 ＳＵＮ山崎 小学 6  2:29.32
個人メドレー  400m 男子 タイム決勝 岸田　晃祐 イトマン西神 高校 3  4:33.40
個人メドレー  400m 男子 タイム決勝 北村　峻聖 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学 2  4:38.39 JOC夏新

自由形   50m 女子 決勝 白井　璃緒 ＪＳＳ宝塚 高校 3    26.67 大会新    JOC夏新
自由形   50m 女子 決勝 西村　麻亜 ＪＳＳ大久保 高校 2    27.07 大会新
自由形   50m 女子 決勝 山岡　千紋 コナミ西宮 高校 3    27.16
自由形   50m 女子 決勝 貴島風海香 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2    27.87
自由形   50m 女子 決勝 上垣こころ 市川洗心館 小学 6    28.73
自由形   50m 女子 決勝 前田　夏風 塚口ＳＳ 小学 6    29.09
自由形   50m 女子 予選 白井　璃緒 ＪＳＳ宝塚 高校 3    27.00 大会新
自由形   50m 女子 予選 上垣こころ 市川洗心館 小学 6    28.97
自由形  100m 女子 決勝 居林　優衣 須磨学園高校 高校 2    57.91 JOC夏新
自由形  100m 女子 決勝 山岡　千紋 コナミ西宮 高校 3    58.30
自由形  100m 女子 決勝 北見　茉暖 ＮＳＩ 高校 1    58.99
自由形  100m 女子 決勝 吉田　芽生 イトマン西神 中学 1    59.74 JOC夏ﾀｲ
自由形  100m 女子 決勝 貴島風海香 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2    59.84
自由形  100m 女子 決勝 多鹿　左絵 ニスポ小野 中学 1  1:00.65
自由形  100m 女子 決勝 中嶌　楓花 ＮＳＩ 中学 1  1:01.22
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自由形  100m 女子 決勝 上垣こころ 市川洗心館 小学 6  1:01.40
自由形  100m 女子 決勝 片山　珠里 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 1  1:01.52
自由形  100m 女子 予選 居林　優衣 須磨学園高校 高校 2    57.90 JOC夏新
自由形  100m 女子 予選 山岡　千紋 コナミ西宮 高校 3    58.95
自由形  100m 女子 予選 貴島風海香 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2    59.33 JOC夏新
自由形  100m 女子 予選 北見　茉暖 ＮＳＩ 高校 1    59.35
自由形  100m 女子 予選 吉田　芽生 イトマン西神 中学 1  1:00.97
自由形  100m 女子 予選 多鹿　左絵 ニスポ小野 中学 1  1:01.53
自由形  100m 女子 予選 上垣こころ 市川洗心館 小学 6  1:02.73
自由形  200m 女子 決勝 梶野　千紗 コナミ西宮 高校 2  2:03.46 JOC夏新
自由形  200m 女子 決勝 居林　優衣 須磨学園高校 高校 2  2:05.09 JOC夏新
自由形  200m 女子 決勝 森　菜々子 コナミ西宮 高校 2  2:06.37
自由形  200m 女子 決勝 横田　涼乃 コナミ西宮 高校 1  2:07.02
自由形  200m 女子 決勝 松野仁衣奈 ＪＳＳ大久保 中学 2  2:07.33 JOC夏新
自由形  200m 女子 決勝 中嶌　楓花 ＮＳＩ 中学 1  2:10.30 JOC夏新
自由形  200m 女子 予選 居林　優衣 須磨学園高校 高校 2  2:06.71
自由形  200m 女子 予選 梶野　千紗 コナミ西宮 高校 2  2:06.74
自由形  200m 女子 予選 松野仁衣奈 ＪＳＳ大久保 中学 2  2:07.95
自由形  200m 女子 予選 井上　真帆 ＰＳＫ 中学 3  2:08.09
自由形  200m 女子 予選 横田　涼乃 コナミ西宮 高校 1  2:08.14
自由形  200m 女子 予選 中嶌　楓花 ＮＳＩ 中学 1  2:10.71 JOC夏新
自由形  400m 女子 タイム決勝 梶田明日香 イトマン川西 高校 2  4:23.45 大会新
自由形  400m 女子 タイム決勝 森　菜々子 コナミ西宮 高校 2  4:24.63
自由形  400m 女子 タイム決勝 内田　真樹 須磨学園高校 高校 1  4:24.73
自由形  400m 女子 タイム決勝 中野　帆波 ＪＳＳ尼宝 中学 3  4:25.75
自由形  400m 女子 タイム決勝 松野仁衣奈 ＪＳＳ大久保 中学 2  4:29.21
自由形  800m 女子 タイム決勝 内田　真樹 須磨学園高校 高校 1  8:59.11
自由形  800m 女子 タイム決勝 中野　帆波 ＪＳＳ尼宝 中学 3  9:06.83
背泳ぎ   50m 女子 決勝 黒岩　徠夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 5    33.37
背泳ぎ   50m 女子 予選 黒岩　徠夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 5    33.34
背泳ぎ  100m 女子 決勝 田中　萌生 イトマン西神 小学 6  1:10.85
背泳ぎ  100m 女子 決勝 黒岩　徠夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 5  1:12.94
背泳ぎ  100m 女子 予選 田中　萌生 イトマン西神 小学 6  1:10.56 JOC夏新
背泳ぎ  200m 女子 決勝 白井　璃緒 ＪＳＳ宝塚 高校 3  2:13.81 大会新    W-CUP新   JOC夏新

背泳ぎ  200m 女子 予選 白井　璃緒 ＪＳＳ宝塚 高校 3  2:13.99 大会新    JOC夏新
平泳ぎ   50m 女子 決勝 松本　悠里 コナミ西宮 小学 6    35.53 JOC夏新
平泳ぎ   50m 女子 決勝 衛門　果穂 イトマン西宮 小学 6    36.57
平泳ぎ   50m 女子 決勝 二宮　陽凪 イトマン西神 小学 6    36.69
平泳ぎ   50m 女子 決勝 萩尾　柚衣 イトマン西神 小学 6    36.91
平泳ぎ   50m 女子 予選 二宮　陽凪 イトマン西神 小学 6    36.35
平泳ぎ   50m 女子 予選 松本　悠里 コナミ西宮 小学 6    36.45
平泳ぎ   50m 女子 予選 衛門　果穂 イトマン西宮 小学 6    36.47
平泳ぎ  100m 女子 決勝 関戸　珠実 塚口ＳＳ 高校 3  1:11.82 大会新    JOC夏新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 岡田　侑奈 コナミ三田 高校 1  1:13.15 大会新
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第40回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 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  100m 女子 決勝 小池　柚花 イトマン西神 高校 1  1:13.51
平泳ぎ  100m 女子 決勝 松本　悠里 コナミ西宮 小学 6  1:16.04 JOC夏新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 二宮　陽凪 イトマン西神 小学 6  1:16.77
平泳ぎ  100m 女子 決勝 宮崎　渚沙 イトマン西神 小学 6  1:17.13
平泳ぎ  100m 女子 決勝 阿部　　悠 Ａｑ・Ｓｐ 小学 6  1:17.40 JOC夏新
平泳ぎ  100m 女子 予選 松本　悠里 コナミ西宮 小学 6  1:16.22
平泳ぎ  100m 女子 予選 宮崎　渚沙 イトマン西神 小学 6  1:16.94
平泳ぎ  100m 女子 予選 二宮　陽凪 イトマン西神 小学 6  1:17.15
平泳ぎ  100m 女子 予選 阿部　　悠 Ａｑ・Ｓｐ 小学 6  1:17.98 JOC夏新

バタフライ   50m 女子 決勝 石橋　由徠 塚口ＳＳ 小学 6    30.56
バタフライ   50m 女子 決勝 板谷　紗瑛 Ａｑ・Ｓｐ 小学 6    31.15
バタフライ   50m 女子 予選 石橋　由徠 塚口ＳＳ 小学 6    30.89
バタフライ   50m 女子 予選 板谷　紗瑛 Ａｑ・Ｓｐ 小学 6    31.13
バタフライ  100m 女子 決勝 多鹿　左絵 ニスポ小野 中学 1  1:03.15 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 決勝 四ツ谷智香 ＮＳＩパール 中学 2  1:03.31 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 決勝 吉田　芽生 イトマン西神 中学 1  1:04.98
バタフライ  100m 女子 決勝 宮崎いぶき ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 1  1:05.21 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 決勝 西河　輝峰 コナミ西宮 中学 1  1:05.33 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 決勝 板谷　紗瑛 Ａｑ・Ｓｐ 小学 6  1:06.64
バタフライ  100m 女子 決勝 青野　鈴夏 ＳＡ六甲道 小学 6  1:06.87
バタフライ  100m 女子 決勝 石橋　由徠 塚口ＳＳ 小学 6  1:06.96
バタフライ  100m 女子 決勝 伊藤　未来 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学 6  1:08.01 JOC夏新
バタフライ  100m 女子 予選 吉田　芽生 イトマン西神 中学 1  1:05.34
バタフライ  100m 女子 予選 青野　鈴夏 ＳＡ六甲道 小学 6  1:07.18
バタフライ  100m 女子 予選 板谷　紗瑛 Ａｑ・Ｓｐ 小学 6  1:07.42
バタフライ  100m 女子 予選 石橋　由徠 塚口ＳＳ 小学 6  1:07.74
バタフライ  100m 女子 予選 伊藤　未来 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 小学 6  1:08.23 JOC夏新
バタフライ  200m 女子 決勝 西村　麻亜 ＪＳＳ大久保 高校 2  2:12.01 大会新    W-CUP新   JOC夏新

バタフライ  200m 女子 決勝 梶野　千紗 コナミ西宮 高校 2  2:15.41
バタフライ  200m 女子 決勝 笠松　咲蘭 須磨学園高校 高校 1  2:17.85
バタフライ  200m 女子 予選 梶野　千紗 コナミ西宮 高校 2  2:15.43 大会新    JOC夏新
バタフライ  200m 女子 予選 西村　麻亜 ＪＳＳ大久保 高校 2  2:17.54

個人メドレー  200m 女子 決勝 関戸　珠実 塚口ＳＳ 高校 3  2:20.13
個人メドレー  200m 女子 決勝 堀上　綺良 須磨学園高校 高校 1  2:22.01
個人メドレー  200m 女子 決勝 青野　鈴夏 ＳＡ六甲道 小学 6  2:28.66
個人メドレー  200m 女子 決勝 宮崎　渚沙 イトマン西神 小学 6  2:28.99
個人メドレー  200m 女子 決勝 阿部　　悠 Ａｑ・Ｓｐ 小学 6  2:31.27 JOC夏新
個人メドレー  200m 女子 予選 根上　雪華 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 中学 2  2:25.21
個人メドレー  200m 女子 予選 宮崎　渚沙 イトマン西神 小学 6  2:28.98
個人メドレー  200m 女子 予選 青野　鈴夏 ＳＡ六甲道 小学 6  2:31.04
個人メドレー  200m 女子 予選 阿部　　悠 Ａｑ・Ｓｐ 小学 6  2:32.05
個人メドレー  400m 女子 タイム決勝 堀上　綺良 須磨学園高校 高校 1  4:57.63 大会新
個人メドレー  400m 女子 タイム決勝 西本　　怜 塚口ＳＳ 中学 3  5:02.28
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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  200m 男子 タイム決勝 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 6    28.32 JOC 1新
リレー  400m 男子 タイム決勝 友武　　涼 コナミ三田 高校 3    52.53
リレー  400m 男子 タイム決勝 和田信太郎 コナミ西宮 高校 1    53.42
リレー  400m 男子 タイム決勝 白根　兵悟 姫路スポーツ 中学 3    54.80
リレー  400m 男子 タイム決勝 川越　悠河 塚口ＳＳ 中学 2    54.88

メドレーリレー  400m 男子 タイム決勝 大平　理登 ＪＳＳ北神戸 中学 2  1:00.88
リレー  200m 女子 タイム決勝 前田　夏風 塚口ＳＳ 小学 6    29.32
リレー  400m 女子 タイム決勝 森　菜々子 コナミ西宮 高校 2    59.32
リレー  400m 女子 タイム決勝 松野仁衣奈 ＪＳＳ大久保 中学 2    59.39
リレー  400m 女子 タイム決勝 前田　美玖 須磨学園高校 高校 2    59.71

メドレーリレー  200m 女子 タイム決勝 黒岩　徠夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 5    33.33
メドレーリレー  400m 女子 タイム決勝 白井　璃緒 ＪＳＳ宝塚 高校 3  1:02.55 W-CUP新   JOC 2新
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