
第33回兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 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
自由形 50m 男子 予選 重本孝太郎 ＪＳＳ三木 高校 2    24.36 大会新
自由形 100m 男子 予選 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2    54.56 大会新    JOC夏新
自由形 100m 男子 決勝 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2    54.64 JOC夏新
自由形 100m 男子 予選 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 2    55.67 JOC夏新
自由形 100m 男子 決勝 北村　峻聖 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 1    53.71
自由形 100m 男子 予選 北村　峻聖 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 1    53.84
自由形 100m 男子 決勝 清水　歩空 コナミ西宮 高校 1    53.63
自由形 200m 男子 決勝 藤原　佳己 コナミ明石 中学 1  2:03.67 大会新    JOC夏新
自由形 200m 男子 予選 藤原　佳己 コナミ明石 中学 1  2:04.46 大会新    JOC夏新
自由形 200m 男子 予選 原田　壮大 コナミ明石 中学 2  2:01.89 JOC夏新
自由形 200m 男子 予選 吉田　貴範 塚口ＳＳ 中学 2  2:01.79
自由形 200m 男子 予選 清水　歩空 コナミ西宮 高校 1  1:56.68
自由形 200m 男子 決勝 清水　歩空 コナミ西宮 高校 1  1:57.56
自由形 200m 男子 決勝 川越　悠河 塚口ＳＳ 高校 1  1:56.46
自由形 200m 男子 予選 川越　悠河 塚口ＳＳ 高校 1  1:56.89
自由形 200m 男子 決勝 井ノ上昭輝 コナミ西宮 高校 3  1:55.64
自由形 400m 男子 決勝 小峯　輝羅 ＳＵＮ網干 中学 3  4:10.66
自由形 400m 男子 予選 小峯　輝羅 ＳＵＮ網干 中学 3  4:12.88
自由形 400m 男子 決勝 清水　歩空 コナミ西宮 高校 1  4:08.03
自由形 400m 男子 予選 川越　悠河 塚口ＳＳ 高校 1  4:08.86
自由形 400m 男子 決勝 井ノ上昭輝 コナミ西宮 高校 3  4:01.79 大会新
背泳ぎ 100m 男子 決勝 赤坂　太成 イトマン西神 高校 1    59.01
背泳ぎ 100m 男子 決勝 平井　尚併 灘高校 高校 3    58.53 大会新
背泳ぎ 200m 男子 決勝 赤坂　太成 イトマン西神 高校 1  2:08.83
背泳ぎ 200m 男子 決勝 前田　駿太 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 高校 1  2:08.51
平泳ぎ 100m 男子 予選 武本　航志 マック加古川 中学 3  1:07.51 大会新
平泳ぎ 100m 男子 予選 廣本　　新 ＪＳＳ宝塚 高校 2  1:05.27 大会新
平泳ぎ 100m 男子 決勝 廣本　　新 ＪＳＳ宝塚 高校 2  1:05.85
平泳ぎ 200m 男子 予選 小川　大貴 塚口ＳＳ 中学 3  2:25.50
平泳ぎ 200m 男子 予選 重塚　　笙 コナミ西宮 高校 1  2:22.20
平泳ぎ 200m 男子 予選 廣本　　新 ＪＳＳ宝塚 高校 2  2:19.34 大会新
平泳ぎ 200m 男子 決勝 廣本　　新 ＪＳＳ宝塚 高校 2  2:19.46

バタフライ 50m 男子 決勝 前川　大和 コナミ西宮 小学 6    29.61
バタフライ 50m 男子 予選 前川　大和 コナミ西宮 小学 6    29.74
バタフライ 50m 男子 決勝 德網　大星 イトマン西神 小学 6    29.19 大会新    JOC夏新
バタフライ 50m 男子 予選 德網　大星 イトマン西神 小学 6    29.90 JOC夏新
バタフライ 100m 男子 決勝 前川　大和 コナミ西宮 小学 6  1:05.09
バタフライ 100m 男子 予選 前川　大和 コナミ西宮 小学 6  1:05.62
バタフライ 100m 男子 決勝 德網　大星 イトマン西神 小学 6  1:05.07
バタフライ 100m 男子 予選 德網　大星 イトマン西神 小学 6  1:05.52 JOC夏新
バタフライ 100m 男子 決勝 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2    58.16 大会新    JOC夏新
バタフライ 100m 男子 予選 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2    58.86 JOC夏新
バタフライ 100m 男子 決勝 重本孝太郎 ＪＳＳ三木 高校 2    56.21 大会新
バタフライ 100m 男子 予選 重本孝太郎 ＪＳＳ三木 高校 2    56.53
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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
バタフライ 200m 男子 決勝 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2  2:08.62 大会新    JOC夏新
バタフライ 200m 男子 予選 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2  2:10.54 JOC夏新
バタフライ 200m 男子 決勝 北村　峻聖 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 1  2:04.50 大会新

個人メドレー 200m 男子 予選 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2  2:12.50 大会新    JOC夏新
個人メドレー 200m 男子 決勝 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 2  2:13.97 JOC夏新
個人メドレー 200m 男子 決勝 小峯　輝羅 ＳＵＮ網干 中学 3  2:07.11 大会新    JOC夏新
個人メドレー 200m 男子 予選 小峯　輝羅 ＳＵＮ網干 中学 3  2:12.66
個人メドレー 200m 男子 予選 北村　祥瑛 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 3  2:06.91 大会新
個人メドレー 200m 男子 決勝 北村　祥瑛 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 3  2:07.48
個人メドレー 400m 男子 予選 重塚　　笙 コナミ西宮 高校 1  4:38.83
個人メドレー 400m 男子 予選 志水　建斗 ﾙﾈｻﾝｽ姫路 高校 2  4:34.13 大会新

自由形 50m 女子 予選 宮崎　若葉 イトマン西神 小学 6    28.18 大会新    JOC夏新
自由形 50m 女子 決勝 宮崎　若葉 イトマン西神 小学 6    28.33
自由形 50m 女子 予選 松本　悠里 コナミ西宮 中学 2    27.83
自由形 50m 女子 決勝 吉田　芽生 イトマン西神 中学 3    27.31 大会新    JOC夏新
自由形 50m 女子 予選 吉田　芽生 イトマン西神 中学 3    27.39 JOC夏新
自由形 50m 女子 決勝 片山　珠里 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3    27.31 大会新    JOC夏新
自由形 50m 女子 予選 片山　珠里 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3    27.34 大会新    JOC夏新
自由形 100m 女子 予選 山口　華凜 コナミ三田 小学 5  1:04.97 大会新
自由形 100m 女子 決勝 井上　　奏 ＴＸ甲南山手 小学 6  1:02.02 JOC夏新
自由形 100m 女子 予選 松本　悠里 コナミ西宮 中学 2    59.89
自由形 100m 女子 決勝 松本　悠里 コナミ西宮 中学 2  1:00.11
自由形 100m 女子 決勝 吉田　芽生 イトマン西神 中学 3    59.75
自由形 100m 女子 予選 吉田　芽生 イトマン西神 中学 3  1:00.01
自由形 100m 女子 予選 片山　珠里 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3    58.56 大会新    JOC夏新
自由形 100m 女子 決勝 片山　珠里 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3    58.94 JOC夏新
自由形 100m 女子 予選 井上　真帆 須磨学園高校 高校 2    59.00
自由形 100m 女子 決勝 井上　真帆 須磨学園高校 高校 2    59.33
自由形 200m 女子 決勝 山口　華凜 コナミ三田 小学 5  2:15.43 大会新
自由形 200m 女子 予選 山口　華凜 コナミ三田 小学 5  2:17.03 大会新
自由形 200m 女子 決勝 井上　　奏 ＴＸ甲南山手 小学 6  2:11.86 JOC夏新
自由形 200m 女子 予選 井上　　奏 ＴＸ甲南山手 小学 6  2:13.38 JOC夏新
自由形 200m 女子 予選 板谷　紗瑛 Aqスポレスト 中学 2  2:09.10
自由形 200m 女子 決勝 板谷　紗瑛 Aqスポレスト 中学 2  2:09.55
自由形 200m 女子 決勝 松野仁衣奈 ＪＳＳ大久保 高校 1  2:06.35
自由形 200m 女子 決勝 横田　涼乃 コナミ西宮 高校 3  2:06.27 大会新
自由形 200m 女子 予選 横田　涼乃 コナミ西宮 高校 3  2:06.77 大会新
自由形 400m 女子 予選 倉橋　初芽 一宮ＳＳ 中学 2  4:28.77
自由形 400m 女子 決勝 倉橋　初芽 一宮ＳＳ 中学 2  4:30.38
自由形 400m 女子 決勝 松野仁衣奈 ＪＳＳ大久保 高校 1  4:23.43 大会新
自由形 400m 女子 予選 松野仁衣奈 ＪＳＳ大久保 高校 1  4:25.56
自由形 400m 女子 決勝 中野　帆波 須磨学園高校 高校 2  4:26.32
自由形 400m 女子 予選 中野　帆波 須磨学園高校 高校 2  4:27.60
自由形 400m 女子 決勝 上田　幸歩 コナミ三田 高校 2  4:26.70
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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
自由形 400m 女子 予選 上田　幸歩 コナミ三田 高校 2  4:27.30
自由形 400m 女子 予選 津田　歩季 ＳＵＮ姫路 高校 2  4:26.09
自由形 400m 女子 決勝 津田　歩季 ＳＵＮ姫路 高校 2  4:26.72
自由形 400m 女子 決勝 内田　真樹 須磨学園高校 高校 3  4:23.70
自由形 800m 女子 タイム決勝 倉橋　初芽 一宮ＳＳ 中学 2  9:10.73 大会新
自由形 800m 女子 タイム決勝 上田　幸歩 コナミ三田 高校 2  9:03.28
背泳ぎ 50m 女子 決勝 篠木　悠姫 イトマン三田 小学 5    33.23 大会新    JOC夏新
背泳ぎ 50m 女子 予選 篠木　悠姫 イトマン三田 小学 5    33.38 大会新    JOC夏新
平泳ぎ 50m 女子 予選 川崎　なな コナミ西宮 小学 6    36.39 JOC夏新
平泳ぎ 100m 女子 決勝 小坂田　愛 塚口ＳＳ 中学 2  1:14.14
平泳ぎ 100m 女子 予選 小坂田　愛 塚口ＳＳ 中学 2  1:14.51 大会新
平泳ぎ 100m 女子 決勝 二宮　陽凪 イトマン西神 中学 2  1:13.03 大会新    JOC夏新
平泳ぎ 100m 女子 予選 二宮　陽凪 イトマン西神 中学 2  1:13.47 大会新    JOC夏新
平泳ぎ 200m 女子 決勝 二宮　陽凪 イトマン西神 中学 2  2:35.91 大会新    JOC夏新
平泳ぎ 200m 女子 予選 二宮　陽凪 イトマン西神 中学 2  2:37.27 大会新    JOC夏新

バタフライ 50m 女子 決勝 宮崎　若葉 イトマン西神 小学 6    30.73
バタフライ 100m 女子 決勝 山口　華凜 コナミ三田 小学 5  1:10.19 大会新
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第33回兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会_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
自由形 100m 女子 タイム決勝 松本　悠里 コナミ西宮 中学 2    59.53 JOC夏新
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