
第63回兵庫県高等学校ｼﾞｭﾆｱ選手権 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 北井　志宜 市　　川 高校 2    24.27 近新人新
自由形 50m 男子 タイム決勝 重本孝太郎 須磨学園 高校 3    23.88 
自由形 100m 男子 タイム決勝 戸上　光助 須磨学園 高校 1    53.52 近新人新
自由形 100m 男子 タイム決勝 大平　理登 須磨学園 高校 2    51.79 大会新    近新人新
自由形 100m 男子 タイム決勝 清水　歩空 報徳学園 高校 2    52.12 大会新    近新人新
自由形 100m 男子 タイム決勝 大野　佑太 仁川学院 高校 2    53.39 近新人新
自由形 100m 男子 タイム決勝 北川　　凜 市　　川 高校 3    52.91 
自由形 400m 男子 タイム決勝 川野　礼夢 報徳学園 高校 1  4:08.70 近新人新
自由形 400m 男子 タイム決勝 長島京志郎 明 石 北 高校 2  3:59.31 大会新    近新人新
自由形 400m 男子 タイム決勝 吉武勇太朗 報徳学園 高校 2  4:05.53 近新人新
自由形 400m 男子 タイム決勝 久保田一矢 須磨学園 高校 3  4:02.87 
背泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 村上　汰晟 明 石 南 高校 2    57.48 大会新    近新人新
背泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 前田　駿太 須磨学園 高校 2    59.30 近新人新
平泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 重塚　　笙 報徳学園 高校 2  1:05.03 近新人新

バタフライ 100m 男子 タイム決勝 竹中　拓哉 須磨学園 高校 2    56.51 大会新    近新人新
個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 上根　秀斗 須磨学園 高校 1  2:09.37 近新人新
個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 小峯　輝羅 須磨学園 高校 1  2:06.12 近新人新
個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 菅野　広大 須磨学園 高校 1  2:08.61 近新人新
個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 山田　海斗 市 尼 崎 高校 2  2:08.48 近新人新

自由形 50m 女子 タイム決勝 吉田　芽生 須磨学園 高校 1    27.20 近新人新
自由形 100m 女子 タイム決勝 片山　珠里 神戸野田 高校 1    57.81 近新人新
自由形 100m 女子 タイム決勝 橋本夏菜恵 関西学院 高校 1    59.08 近新人新
自由形 400m 女子 タイム決勝 中嶌　楓花 明石城西 高校 1  4:26.88 近新人新
自由形 400m 女子 タイム決勝 松野仁衣奈 須磨学園 高校 2  4:17.43 大会新    近新人新
自由形 400m 女子 タイム決勝 村木　　心 須磨学園 高校 3  4:22.04 
自由形 400m 女子 タイム決勝 津田　歩季 須磨学園 高校 3  4:21.08 
平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 小阪　愛音 須磨学園 高校 2  1:12.67 大会新    近新人新

バタフライ 100m 女子 タイム決勝 宮崎いぶき 神戸野田 高校 1  1:02.95 近新人新
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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 100m 男子 タイム決勝 長島京志郎 明 石 北 高校 2    52.89 
自由形 100m 男子 タイム決勝 北村　峻聖 須磨学園 高校 2    52.49 大会新    近新人新
自由形 100m 男子 タイム決勝 清水　歩空 報徳学園 高校 2    52.19 大会新    近新人新
背泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 前田　駿太 須磨学園 高校 2    59.60 
自由形 100m 女子 タイム決勝 橋本夏菜恵 関西学院 高校 1    58.72 
自由形 100m 女子 タイム決勝 吉田　芽生 須磨学園 高校 1    58.79 
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