
第５６回兵庫県中学校学年別水泳競技大会 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
自由形 50m 男子 タイム決勝 洲﨑　透真 神・多聞東 中学 3    24.94 大会新
自由形 100m 男子 タイム決勝 原田　壮大 東・大久保 中学 3    54.53 
自由形 100m 男子 タイム決勝 松村　駿佑 東・小野 中学 3    52.75 大会新
自由形 100m 男子 タイム決勝 洲﨑　透真 神・多聞東 中学 3    53.77 大会新
自由形 200m 男子 タイム決勝 藤原　佳己 東・野々池 中学 2  1:58.50 
自由形 200m 男子 タイム決勝 原田　壮大 東・大久保 中学 3  1:58.09 
自由形 200m 男子 タイム決勝 松村　駿佑 東・小野 中学 3  1:57.95 
自由形 200m 男子 タイム決勝 三木　颯翔 中・網干 中学 3  1:59.01 
自由形 200m 男子 タイム決勝 加登　結翔 神・大池 中学 3  1:58.62 
自由形 400m 男子 タイム決勝 藤原　佳己 東・野々池 中学 2  4:08.00 大会新
自由形 400m 男子 タイム決勝 加登　結翔 神・大池 中学 3  4:08.48 
自由形 400m 男子 タイム決勝 辻森　魁人 阪・鳴尾 中学 3  4:07.63 
背泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 藤原　拓人 神・神戸長坂 中学 3  1:00.80 
平泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 菅野　陽日 神・押部谷 中学 2  1:07.32 大会新
平泳ぎ 200m 男子 タイム決勝 菅野　陽日 神・押部谷 中学 2  2:25.34 

バタフライ 200m 男子 タイム決勝 小池　貴之 神・高取台 中学 3  2:03.82 
個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 小池　貴之 神・高取台 中学 3  2:08.73 大会新
個人メドレー 400m 男子 タイム決勝 北本　悠介 西・那波 中学 3  4:40.20 
個人メドレー 400m 男子 タイム決勝 竹内　慶悟 阪・笹原 中学 3  4:38.58 

自由形 50m 女子 タイム決勝 宮崎　若葉 神・井吹台 中学 1    27.90 大会新
自由形 50m 女子 タイム決勝 木村　陽香 阪・関西学院 中学 2    27.78 
自由形 50m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 神・西代 中学 3    27.17 大会新
自由形 50m 女子 タイム決勝 西雄　愛莉 中・山陽 中学 3    27.20 大会新
自由形 100m 女子 タイム決勝 木村　陽香 阪・関西学院 中学 2    59.35 大会新
自由形 200m 女子 タイム決勝 田村　朱里 神・歌敷山 中学 2  2:10.02 
自由形 400m 女子 タイム決勝 岡本　和奈 中・福崎東 中学 2  4:36.54 
自由形 400m 女子 タイム決勝 田村　朱里 神・歌敷山 中学 2  4:32.36 
自由形 400m 女子 タイム決勝 渡邊　莉咲 東・二見 中学 2  4:37.93 
自由形 400m 女子 タイム決勝 伊藤　未来 中・大的 中学 3  4:31.32 
自由形 400m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 神・西代 中学 3  4:29.65 
背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 黒岩　徠夏 神・伊川谷 中学 2  1:06.64 大会新
背泳ぎ 200m 女子 タイム決勝 蔦川　真優 東・泉 中学 3  2:20.27 
平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 井村　凪瀬 神・歌敷山 中学 2  1:14.26 大会新
平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 今井　陽花 阪・瓦木 中学 2  1:14.69 大会新
平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 松本　悠里 阪・深津 中学 3  1:11.23 大会新
平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 二宮　陽凪 神・山田 中学 3  1:12.26 大会新
平泳ぎ 200m 女子 タイム決勝 小林　愛莉 阪・東谷 中学 2  2:36.13 
平泳ぎ 200m 女子 タイム決勝 井村　凪瀬 神・歌敷山 中学 2  2:39.89 
平泳ぎ 200m 女子 タイム決勝 松本　悠里 阪・深津 中学 3  2:33.05 
平泳ぎ 200m 女子 タイム決勝 衛門　果穂 阪・浜脇 中学 3  2:37.02 
平泳ぎ 200m 女子 タイム決勝 二宮　陽凪 神・山田 中学 3  2:36.62 

バタフライ 100m 女子 タイム決勝 西雄　愛莉 中・山陽 中学 3  1:03.85 
個人メドレー 200m 女子 タイム決勝 黒岩　徠夏 神・伊川谷 中学 2  2:25.52 
個人メドレー 400m 女子 タイム決勝 本田　彩乃 中・増位 中学 2  5:07.63 
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個人メドレー 400m 女子 タイム決勝 宮崎　渚沙 神・井吹台 中学 3  5:02.33 
個人メドレー 400m 女子 タイム決勝 黒木　優愛 阪・明峰 中学 3  5:05.16 
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