
2018年度兵庫県高等学校総合体育大会 兼 第71回兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 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 須磨学園高校 高校 1    24.14
自由形   50m 男子 決勝 十田　一輝 市尼崎高 高校 2    24.41
自由形   50m 男子 予選 重本孝太郎 須磨学園高校 高校 1    24.32
自由形  100m 男子 決勝 十田　一輝 市尼崎高 高校 2    52.72
自由形  100m 男子 決勝 三野　　漠 市川高校 高校 3    52.82
自由形  100m 男子 予選 十田　一輝 市尼崎高 高校 2    52.77
自由形  100m 男子 予選 平井　尚併 灘高 高校 2    53.37
自由形  200m 男子 決勝 増田　達哉 淡路三原 高校 2  1:53.30
自由形  200m 男子 決勝 多鹿　正洋 市川高校 高校 2  1:54.55
自由形  200m 男子 決勝 白根　兵悟 県立大附 高校 1  1:55.96
自由形  200m 男子 決勝 高　　大輔 関西学院高 高校 2  1:56.50
自由形  200m 男子 予選 増田　達哉 淡路三原 高校 2  1:53.82
自由形  200m 男子 予選 白根　兵悟 県立大附 高校 1  1:56.27
自由形  200m 男子 予選 高　　大輔 関西学院高 高校 2  1:56.83
自由形  400m 男子 決勝 菖池　竜輝 報徳学園 高校 3  3:58.25
自由形  400m 男子 決勝 増田　達哉 淡路三原 高校 2  3:59.68
自由形  400m 男子 決勝 井ノ上昭輝 報徳学園 高校 2  4:00.03
自由形  400m 男子 決勝 久保田一矢 須磨学園高校 高校 1  4:00.19
自由形  400m 男子 予選 久保田一矢 須磨学園高校 高校 1  4:02.58
自由形  400m 男子 予選 菖池　竜輝 報徳学園 高校 3  4:02.66
自由形  400m 男子 予選 増田　達哉 淡路三原 高校 2  4:04.33
自由形 1500m 男子 タイム決勝 菖池　竜輝 報徳学園 高校 3 15:39.67
自由形 1500m 男子 タイム決勝 久保田一矢 須磨学園高校 高校 1 15:41.16
自由形 1500m 男子 タイム決勝 井ノ上昭輝 報徳学園 高校 2 16:16.62
自由形 1500m 男子 タイム決勝 西田　圭希 市川高校 高校 2 16:19.04
背泳ぎ  100m 男子 決勝 福本　勝太 市川高校 高校 2    58.57
背泳ぎ  100m 男子 予選 福本　勝太 市川高校 高校 2    59.09
背泳ぎ  200m 男子 決勝 福本　勝太 市川高校 高校 2  2:06.37
平泳ぎ  100m 男子 決勝 西尾　太希 市川高校 高校 3  1:02.33 県高校新  大会新
平泳ぎ  100m 男子 決勝 井上　賢斗 佐用 高校 3  1:04.93
平泳ぎ  100m 男子 決勝 髙須賀　隼 報徳学園 高校 3  1:04.99
平泳ぎ  100m 男子 決勝 松本波瑠馬 甲南高校 高校 3  1:05.19
平泳ぎ  100m 男子 予選 西尾　太希 市川高校 高校 3  1:04.07
平泳ぎ  200m 男子 決勝 西尾　太希 市川高校 高校 3  2:15.85 大会新
平泳ぎ  200m 男子 決勝 斉藤　　迅 須磨学園高校 高校 3  2:18.29
平泳ぎ  200m 男子 決勝 廣本　　新 報徳学園 高校 1  2:23.25
平泳ぎ  200m 男子 予選 斉藤　　迅 須磨学園高校 高校 3  2:18.74
平泳ぎ  200m 男子 予選 西尾　太希 市川高校 高校 3  2:18.81

バタフライ  100m 男子 決勝 塚本　康介 赤穂高 高校 3    54.27
バタフライ  100m 男子 決勝 松田　武大 報徳学園 高校 3    54.51
バタフライ  100m 男子 決勝 重本孝太郎 須磨学園高校 高校 1    56.01
バタフライ  100m 男子 決勝 多鹿　正洋 市川高校 高校 2    56.04
バタフライ  100m 男子 予選 塚本　康介 赤穂高 高校 3    55.68
バタフライ  100m 男子 予選 重本孝太郎 須磨学園高校 高校 1    56.28
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2018年度兵庫県高等学校総合体育大会 兼 第71回兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 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
個人メドレー  200m 男子 決勝 北村　祥瑛 須磨学園高校 高校 2  2:09.02
個人メドレー  200m 男子 予選 北村　祥瑛 須磨学園高校 高校 2  2:08.94
個人メドレー  400m 男子 決勝 田中　一路 関西学院高 高校 1  4:36.00

自由形   50m 女子 決勝 舩本　愛子 姫路商 高校 1    26.98
自由形   50m 女子 予選 舩本　愛子 姫路商 高校 1    27.33
自由形  100m 女子 決勝 北見　茉暖 北須磨高 高校 2    59.31
自由形  100m 女子 予選 高谷　海咲 北須磨高 高校 2    59.29
自由形  100m 女子 予選 北見　茉暖 北須磨高 高校 2    59.53
自由形  200m 女子 決勝 梶野　千紗 須磨学園高校 高校 3  2:04.45
自由形  200m 女子 決勝 北見　茉暖 北須磨高 高校 2  2:07.22
自由形  200m 女子 決勝 井上　真帆 須磨学園高校 高校 1  2:07.63
自由形  200m 女子 予選 梶野　千紗 須磨学園高校 高校 3  2:06.62
自由形  200m 女子 予選 井上　真帆 須磨学園高校 高校 1  2:07.29
自由形  400m 女子 決勝 梶野　千紗 須磨学園高校 高校 3  4:22.75
自由形  400m 女子 決勝 津田　歩季 須磨学園高校 高校 1  4:25.63
自由形  400m 女子 決勝 上田　幸歩 北摂三田 高校 1  4:26.15
自由形  400m 女子 決勝 中野　帆波 須磨学園高校 高校 1  4:28.04
自由形  400m 女子 予選 中野　帆波 須磨学園高校 高校 1  4:24.85
自由形  400m 女子 予選 梶野　千紗 須磨学園高校 高校 3  4:25.17
自由形  400m 女子 予選 津田　歩季 須磨学園高校 高校 1  4:26.03
自由形  400m 女子 予選 上田　幸歩 北摂三田 高校 1  4:27.78
自由形  800m 女子 タイム決勝 内田　真樹 須磨学園高校 高校 2  8:54.85
自由形  800m 女子 タイム決勝 中野　帆波 須磨学園高校 高校 1  9:02.75
自由形  800m 女子 タイム決勝 津田　歩季 須磨学園高校 高校 1  9:04.15
背泳ぎ  100m 女子 決勝 居林　優衣 須磨学園高校 高校 3  1:02.67
背泳ぎ  100m 女子 予選 居林　優衣 須磨学園高校 高校 3  1:03.41
背泳ぎ  100m 女子 予選 山田ひかる 須磨学園高校 高校 2  1:04.87
背泳ぎ  200m 女子 決勝 居林　優衣 須磨学園高校 高校 3  2:14.79
背泳ぎ  200m 女子 決勝 山田ひかる 須磨学園高校 高校 2  2:16.22
背泳ぎ  200m 女子 予選 居林　優衣 須磨学園高校 高校 3  2:17.74
背泳ぎ  200m 女子 予選 山田ひかる 須磨学園高校 高校 2  2:18.66
平泳ぎ  100m 女子 決勝 岡田　侑奈 三田松聖 高校 2  1:11.11 大会新
平泳ぎ  100m 女子 決勝 堀上　綺良 須磨学園高校 高校 2  1:12.25
平泳ぎ  100m 女子 決勝 川本　悠乃 関西学院高 高校 1  1:12.54
平泳ぎ  100m 女子 予選 岡田　侑奈 三田松聖 高校 2  1:11.98
平泳ぎ  100m 女子 予選 堀上　綺良 須磨学園高校 高校 2  1:13.00
平泳ぎ  200m 女子 決勝 堀上　綺良 須磨学園高校 高校 2  2:32.47
平泳ぎ  200m 女子 決勝 岡田　侑奈 三田松聖 高校 2  2:34.73
平泳ぎ  200m 女子 予選 堀上　綺良 須磨学園高校 高校 2  2:34.71
平泳ぎ  200m 女子 予選 岡田　侑奈 三田松聖 高校 2  2:36.84

バタフライ  100m 女子 決勝 西村　麻亜 須磨学園高校 高校 3  1:00.79
バタフライ  100m 女子 決勝 笠松　咲蘭 須磨学園高校 高校 2  1:02.46
バタフライ  100m 女子 決勝 中逵　綾乃 武庫川大附高 高校 1  1:03.04
バタフライ  100m 女子 予選 西村　麻亜 須磨学園高校 高校 3  1:02.19
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2018年度兵庫県高等学校総合体育大会 兼 第71回兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 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
バタフライ  100m 女子 予選 中逵　綾乃 武庫川大附高 高校 1  1:03.17
バタフライ  200m 女子 決勝 西村　麻亜 須磨学園高校 高校 3  2:13.07
バタフライ  200m 女子 決勝 中逵　綾乃 武庫川大附高 高校 1  2:17.47
バタフライ  200m 女子 予選 西村　麻亜 須磨学園高校 高校 3  2:15.64
バタフライ  200m 女子 予選 中逵　綾乃 武庫川大附高 高校 1  2:18.12

個人メドレー  200m 女子 決勝 笠松　咲蘭 須磨学園高校 高校 2  2:21.19
個人メドレー  200m 女子 決勝 西本　　怜 武庫川大附高 高校 1  2:21.79
個人メドレー  200m 女子 決勝 村木　　心 須磨学園高校 高校 1  2:22.96
個人メドレー  200m 女子 予選 笠松　咲蘭 須磨学園高校 高校 2  2:22.15
個人メドレー  200m 女子 予選 西本　　怜 武庫川大附高 高校 1  2:23.06
個人メドレー  400m 女子 決勝 西本　　怜 武庫川大附高 高校 1  4:57.22
個人メドレー  400m 女子 予選 西本　　怜 武庫川大附高 高校 1  4:59.61
個人メドレー  400m 女子 予選 村木　　心 須磨学園高校 高校 1  5:01.10
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2018年度兵庫県高等学校総合体育大会 兼 第71回兵庫県高等学校選手権水泳競技大会_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 事由マーク
リレー  400m 男子 決勝 西尾　太希 市川高校 高校 3    52.12
リレー  400m 男子 決勝 重本孝太郎 須磨学園高校 高校 1    53.00
リレー  400m 男子 決勝 重本孝太郎 須磨学園高校 高校 1    53.00
リレー  400m 男子 決勝 井ノ上昭輝 報徳学園 高校 2    53.34
リレー  400m 男子 予選 重本孝太郎 須磨学園高校 高校 1    52.62
リレー  400m 男子 予選 重本孝太郎 須磨学園高校 高校 1    52.62
リレー  800m 男子 決勝 多鹿　正洋 市川高校 高校 2  1:55.04
リレー  800m 男子 決勝 久保田一矢 須磨学園高校 高校 1  1:55.33
リレー  800m 男子 決勝 井ノ上昭輝 報徳学園 高校 2  1:55.71
リレー  800m 男子 決勝 井ノ上昭輝 報徳学園 高校 2  1:55.71
リレー  400m 女子 決勝 居林　優衣 須磨学園高校 高校 3    57.40
リレー  400m 女子 決勝 高谷　海咲 北須磨高 高校 2    59.61
リレー  800m 女子 タイム決勝 居林　優衣 須磨学園高校 高校 3  2:04.00
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