
第89回兵庫県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
自由形 50m 男子 決勝 原田　壮大 コナミ明石 中学 3    24.78 中 学新
自由形 50m 男子 予選 原田　壮大 コナミ明石 中学 3    24.85 中 学新
自由形 50m 男子 Ｂ決勝 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 3    25.00 JOC夏新   中 学新
自由形 50m 男子 予選 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 3    25.05 JOC夏新   中 学新
自由形 50m 男子 予選 吉岡亜矢都 市立尼崎高校 高校 2    24.32 JOC夏新
自由形 50m 男子 決勝 吉岡亜矢都 市立尼崎高校 高校 2    24.37 JOC夏新
自由形 50m 男子 決勝 北井　志宜 市川高校 高校 2    24.15 高 校新
自由形 50m 男子 予選 北井　志宜 市川高校 高校 2    24.30
自由形 100m 男子 予選 松村　駿佑 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学 3    53.71 中 学新
自由形 100m 男子 予選 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 3    53.95 JOC夏新   中 学新
自由形 100m 男子 予選 西川　呂希 塚口ＳＳ 中学 3    54.81
自由形 100m 男子 予選 戸上　光助 須磨学園高校 高校 1    53.84
自由形 100m 男子 決勝 大平　理登 須磨学園高校 高校 2    51.69 JOC夏新   高 校新
自由形 100m 男子 予選 大平　理登 須磨学園高校 高校 2    51.99 高 校新
自由形 100m 男子 決勝 清水　歩空 報徳学園高校 高校 2    52.93
自由形 100m 男子 予選 清水　歩空 報徳学園高校 高校 2    53.14
自由形 100m 男子 予選 大野　佑太 仁川学院高校 高校 2    53.38
自由形 100m 男子 決勝 大野　佑太 仁川学院高校 高校 2    53.42
自由形 100m 男子 決勝 北川　　凜 市川高校 高校 3    52.88
自由形 100m 男子 予選 北川　　凜 市川高校 高校 3    53.03
自由形 200m 男子 予選 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3  1:55.07 JOC夏新   中 学新
自由形 200m 男子 決勝 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3  1:56.70 JOC夏新   中 学新
自由形 200m 男子 予選 川野　礼夢 報徳学園高校 高校 1  1:57.04
自由形 200m 男子 予選 森田　遥大 市川高校 高校 2  1:55.60
自由形 200m 男子 決勝 長島京志郎 ＮＳＩ 高校 2  1:53.07 JOC夏新   高 校新
自由形 200m 男子 予選 長島京志郎 ＮＳＩ 高校 2  1:53.94 高 校新
自由形 200m 男子 予選 清水　歩空 報徳学園高校 高校 2  1:54.50 JOC夏新   高 校新
自由形 200m 男子 決勝 清水　歩空 報徳学園高校 高校 2  1:54.72 高 校新
自由形 200m 男子 予選 久保田一矢 須磨学園高校 高校 3  1:56.14
自由形 200m 男子 決勝 志水　建斗 姫路商業高校 高校 3  1:53.83 高 校新
自由形 200m 男子 予選 志水　建斗 姫路商業高校 高校 3  1:53.86 高 校新
自由形 400m 男子 予選 藤原　佳己 コナミ西宮 中学 2  4:11.70 JOC夏新
自由形 400m 男子 予選 加登　結翔 ＪＳＳ北神戸 中学 3  4:07.93 中 学新
自由形 400m 男子 予選 川野　礼夢 報徳学園高校 高校 1  4:06.96
自由形 400m 男子 予選 森田　遥大 市川高校 高校 2  4:06.57
自由形 400m 男子 決勝 長島京志郎 ＮＳＩ 高校 2  3:58.58 JOC夏新   高 校新
自由形 400m 男子 予選 長島京志郎 ＮＳＩ 高校 2  4:01.64 高 校新
自由形 400m 男子 予選 吉武勇太朗 報徳学園高校 高校 2  4:06.07
自由形 400m 男子 予選 久保田一矢 須磨学園高校 高校 3  4:04.11
自由形 1500m 男子 タイム決勝 藤原　佳己 コナミ西宮 中学 2 16:46.33
自由形 1500m 男子 タイム決勝 田中　稜人 ＪＳＳ宝塚 中学 3 16:40.15 中 学新
自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登　結翔 ＪＳＳ北神戸 中学 3 16:13.99 中 学新
自由形 1500m 男子 タイム決勝 吉野　優平 市立尼崎高校 高校 3 16:11.94 高 校新
背泳ぎ 100m 男子 予選 藤原　拓人 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 3  1:01.09 JOC夏新   中 学新
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背泳ぎ 100m 男子 決勝 村上　汰晟 ＮＳＩ 高校 2    57.57 JOC夏新   高 校新
背泳ぎ 100m 男子 予選 村上　汰晟 ＮＳＩ 高校 2    58.42 JOC夏新   高 校新
背泳ぎ 100m 男子 決勝 赤坂　太成 イトマン西神 高校 2    57.75 JOC夏新   高 校新
背泳ぎ 100m 男子 予選 赤坂　太成 イトマン西神 高校 2    58.24 JOC夏新   高 校新
背泳ぎ 100m 男子 決勝 前田　駿太 須磨学園高校 高校 2    58.83 #NAME?
背泳ぎ 100m 男子 予選 前田　駿太 須磨学園高校 高校 2    59.23
背泳ぎ 200m 男子 決勝 村上　汰晟 ＮＳＩ 高校 2  2:03.93 JOC夏新   高 校新
背泳ぎ 200m 男子 予選 村上　汰晟 ＮＳＩ 高校 2  2:05.22 JOC夏新   高 校新
背泳ぎ 200m 男子 決勝 赤坂　太成 イトマン西神 高校 2  2:05.58 JOC夏新   高 校新
背泳ぎ 200m 男子 予選 赤坂　太成 イトマン西神 高校 2  2:06.13 JOC夏新   高 校新
背泳ぎ 200m 男子 決勝 前田　駿太 須磨学園高校 高校 2  2:06.45 JOC夏新   高 校新
背泳ぎ 200m 男子 予選 前田　駿太 須磨学園高校 高校 2  2:08.31 高 校新
平泳ぎ 100m 男子 予選 菅野　陽日 ＪＳＳ三木 中学 2  1:06.91 JOC夏新
平泳ぎ 100m 男子 決勝 渡辺　隆世 Ｓ・パティオ 高校 1  1:04.47 JOC夏新   高 校新
平泳ぎ 100m 男子 予選 渡辺　隆世 Ｓ・パティオ 高校 1  1:04.59 JOC夏新   高 校新
平泳ぎ 100m 男子 予選 重塚　　笙 報徳学園高校 高校 2  1:05.27
平泳ぎ 100m 男子 決勝 廣本　　新 報徳学園高校 高校 3  1:04.63 高 校新
平泳ぎ 200m 男子 予選 竹内　慶悟 武庫之荘ＳＳ 中学 3  2:22.18 中 学新
平泳ぎ 200m 男子 予選 菅野　広大 須磨学園高校 高校 1  2:19.31 高 校新
平泳ぎ 200m 男子 決勝 菅野　広大 須磨学園高校 高校 1  2:19.48 高 校新
平泳ぎ 200m 男子 予選 小川　大貴 須磨学園高校 高校 1  2:20.08
平泳ぎ 200m 男子 決勝 小川　大貴 須磨学園高校 高校 1  2:21.21
平泳ぎ 200m 男子 決勝 重塚　　笙 報徳学園高校 高校 2  2:18.94 高 校新
平泳ぎ 200m 男子 予選 重塚　　笙 報徳学園高校 高校 2  2:19.33 高 校新
平泳ぎ 200m 男子 決勝 廣本　　新 報徳学園高校 高校 3  2:18.99 高 校新
平泳ぎ 200m 男子 予選 廣本　　新 報徳学園高校 高校 3  2:19.13 高 校新

バタフライ 100m 男子 決勝 竹中　拓哉 須磨学園高校 高校 2    56.86
バタフライ 100m 男子 決勝 重本孝太郎 須磨学園高校 高校 3    55.81 高 校新
バタフライ 100m 男子 予選 重本孝太郎 須磨学園高校 高校 3    55.99 高 校新
バタフライ 200m 男子 決勝 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3  2:01.02 県中学新  JOC夏新   中 学新

バタフライ 200m 男子 予選 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3  2:05.85 JOC夏新   中 学新
バタフライ 200m 男子 決勝 竹中　拓哉 須磨学園高校 高校 2  2:06.40
バタフライ 200m 男子 予選 竹中　拓哉 須磨学園高校 高校 2  2:07.02

個人メドレー 200m 男子 決勝 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3  2:06.42 JOC夏新   中 学新
個人メドレー 200m 男子 予選 小池　貴之 ﾙﾈｻﾝｽ神戸 中学 3  2:06.71 JOC夏新   中 学新
個人メドレー 200m 男子 予選 上根　秀斗 須磨学園高校 高校 1  2:10.56
個人メドレー 200m 男子 決勝 小峯　輝羅 須磨学園高校 高校 1  2:06.34 JOC夏新   高 校新
個人メドレー 200m 男子 予選 小峯　輝羅 須磨学園高校 高校 1  2:07.59 高 校新
個人メドレー 200m 男子 予選 山田　海斗 市立尼崎高校 高校 2  2:09.72
個人メドレー 200m 男子 決勝 北村　峻聖 須磨学園高校 高校 2  2:03.04 JOC夏新   高 校新
個人メドレー 200m 男子 予選 北村　峻聖 須磨学園高校 高校 2  2:06.25 JOC夏新   高 校新
個人メドレー 200m 男子 決勝 大平　理登 須磨学園高校 高校 2  2:04.55 JOC夏新   高 校新
個人メドレー 200m 男子 予選 大平　理登 須磨学園高校 高校 2  2:07.54 高 校新
個人メドレー 200m 男子 予選 田中　一路 関西学院高等 高校 3  2:07.71 高 校新
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個人メドレー 400m 男子 決勝 小峯　輝羅 須磨学園高校 高校 1  4:25.49 JOC夏新   高 校新
個人メドレー 400m 男子 予選 小峯　輝羅 須磨学園高校 高校 1  4:32.89 高 校新
個人メドレー 400m 男子 決勝 北村　峻聖 須磨学園高校 高校 2  4:19.86 県高校新  大会新    JPN25新   JOC夏新   高 校新

個人メドレー 400m 男子 予選 北村　峻聖 須磨学園高校 高校 2  4:33.00 高 校新
個人メドレー 400m 男子 決勝 志水　建斗 姫路商業高校 高校 3  4:29.02 高 校新
個人メドレー 400m 男子 決勝 田中　一路 関西学院高等 高校 3  4:29.13 高 校新

自由形 50m 女子 予選 山口　華凜 コナミ三田 小学 6    28.70
自由形 50m 女子 Ｂ決勝 宮崎　若葉 イトマン西神 中学 1    27.83
自由形 50m 女子 予選 木村　陽香 コナミ西宮 中学 2    27.76
自由形 50m 女子 決勝 浅尾萌々香 コナミ西宮 中学 3    27.29 JOC夏新
自由形 50m 女子 予選 浅尾萌々香 コナミ西宮 中学 3    27.40 #NAME?
自由形 50m 女子 決勝 吉田　芽生 須磨学園高校 高校 1    26.95 高 校新
自由形 50m 女子 予選 吉田　芽生 須磨学園高校 高校 1    27.13 高 校新
自由形 50m 女子 決勝 片山　珠里 神戸野田高校 高校 1    26.42 JOC夏新   高 校新
自由形 50m 女子 予選 片山　珠里 神戸野田高校 高校 1    26.85 JOC夏新   高 校新
自由形 50m 女子 決勝 舩本　愛子 姫路商業高校 高校 3    26.35 大会新    JOC夏新   高 校新

自由形 50m 女子 予選 舩本　愛子 姫路商業高校 高校 3    26.91 高 校新
自由形 100m 女子 予選 木村　陽香 コナミ西宮 中学 2    59.92
自由形 100m 女子 予選 浅尾萌々香 コナミ西宮 中学 3    59.67
自由形 100m 女子 決勝 吉田　芽生 須磨学園高校 高校 1    58.88
自由形 100m 女子 予選 吉田　芽生 須磨学園高校 高校 1    58.96
自由形 100m 女子 決勝 片山　珠里 神戸野田高校 高校 1    56.74 JOC夏新   高 校新
自由形 100m 女子 予選 片山　珠里 神戸野田高校 高校 1    57.32 JOC夏新   高 校新
自由形 100m 女子 決勝 松野仁衣奈 須磨学園高校 高校 2    58.77 高 校新
自由形 200m 女子 予選 田村　朱里 ＮＳＩ 中学 2  2:11.14
自由形 200m 女子 予選 藤川ひまり イトマン西神 中学 2  2:10.95
自由形 200m 女子 決勝 片山　珠里 神戸野田高校 高校 1  2:07.01
自由形 200m 女子 予選 片山　珠里 神戸野田高校 高校 1  2:07.69
自由形 200m 女子 決勝 橋本夏菜恵 関西学院高等 高校 1  2:08.20
自由形 200m 女子 予選 橋本夏菜恵 関西学院高等 高校 1  2:08.53
自由形 200m 女子 決勝 松野仁衣奈 須磨学園高校 高校 2  2:03.98 JOC夏新   高 校新
自由形 200m 女子 予選 松野仁衣奈 須磨学園高校 高校 2  2:06.33 高 校新
自由形 400m 女子 予選 田村　朱里 ＮＳＩ 中学 2  4:32.51
自由形 400m 女子 予選 藤川ひまり イトマン西神 中学 2  4:32.74
自由形 400m 女子 予選 伊藤　未来 マック加古川 中学 3  4:34.06
自由形 400m 女子 予選 浅尾萌々香 コナミ西宮 中学 3  4:26.35 JOC夏新   中 学新
自由形 400m 女子 決勝 浅尾萌々香 コナミ西宮 中学 3  4:28.73 中 学新
自由形 400m 女子 予選 中嶌　楓花 明石城西高校 高校 1  4:29.20
自由形 400m 女子 決勝 松野仁衣奈 須磨学園高校 高校 2  4:18.55 JOC夏新   高 校新
自由形 400m 女子 予選 松野仁衣奈 須磨学園高校 高校 2  4:25.79
自由形 400m 女子 予選 村木　　心 須磨学園高校 高校 3  4:22.56 高 校新
自由形 400m 女子 決勝 村木　　心 須磨学園高校 高校 3  4:25.31 高 校新
自由形 400m 女子 決勝 津田　歩季 須磨学園高校 高校 3  4:19.53 JOC夏新   高 校新
自由形 400m 女子 予選 津田　歩季 須磨学園高校 高校 3  4:21.14 高 校新

兵庫県水泳連盟 競技力向上委員会 Printing：2020/9/1  22:38



第89回兵庫県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
自由形 800m 女子 タイム決勝 坂口理彩子 イトマン神戸 中学 3  9:17.39 中 学新
自由形 800m 女子 タイム決勝 村木　　心 須磨学園高校 高校 3  9:04.64 高 校新
自由形 800m 女子 タイム決勝 上田　幸歩 コナミ三田 高校 3  9:06.11 高 校新
自由形 800m 女子 タイム決勝 津田　歩季 須磨学園高校 高校 3  8:51.68 JOC夏新   高 校新
背泳ぎ 50m 女子 予選 前原子々夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 5    33.07
背泳ぎ 50m 女子 Ｂ決勝 山口　華凜 コナミ三田 小学 6    31.76 JOC夏新
背泳ぎ 50m 女子 予選 山口　華凜 コナミ三田 小学 6    32.35
背泳ぎ 50m 女子 Ｂ決勝 見浪　真美 イトマン神戸 小学 6    31.97
背泳ぎ 50m 女子 予選 見浪　真美 イトマン神戸 小学 6    32.13
背泳ぎ 50m 女子 予選 長尾　美咲 イトマン西宮 小学 6    32.52
背泳ぎ 50m 女子 Ｂ決勝 長尾　美咲 イトマン西宮 小学 6    32.52
背泳ぎ 50m 女子 予選 三宗　琴葉 イトマン西宮 小学 6    32.35 JOC夏新
背泳ぎ 50m 女子 Ｂ決勝 三宗　琴葉 イトマン西宮 小学 6    32.44 JOC夏新
背泳ぎ 100m 女子 予選 山口　華凜 コナミ三田 小学 6  1:10.18
背泳ぎ 100m 女子 予選 見浪　真美 イトマン神戸 小学 6  1:08.97
背泳ぎ 200m 女子 決勝 蔦川　真優 ＳＵＮ加西 中学 3  2:20.41 中 学新
背泳ぎ 200m 女子 予選 蔦川　真優 ＳＵＮ加西 中学 3  2:21.86
背泳ぎ 200m 女子 決勝 中澤　　葵 須磨学園高校 高校 1  2:20.02
平泳ぎ 50m 女子 決勝 西尾　柚乃 ＮＳＩ 小学 6    35.47 JOC夏新
平泳ぎ 50m 女子 予選 西尾　柚乃 ＮＳＩ 小学 6    35.48 JOC夏新
平泳ぎ 50m 女子 予選 中村　綺那 ＪＳＳ大久保 小学 6    36.35 JOC夏新
平泳ぎ 100m 女子 予選 西尾　柚乃 ＮＳＩ 小学 6  1:18.15 JOC夏新
平泳ぎ 100m 女子 決勝 松本　悠里 コナミ西宮 中学 3  1:12.09 JOC夏新   中 学新
平泳ぎ 100m 女子 予選 松本　悠里 コナミ西宮 中学 3  1:12.35 中 学新
平泳ぎ 100m 女子 予選 衛門　果穂 イトマン西宮 中学 3  1:13.43 JOC夏新   中 学新
平泳ぎ 100m 女子 決勝 衛門　果穂 イトマン西宮 中学 3  1:13.55 JOC夏新
平泳ぎ 100m 女子 決勝 二宮　陽凪 イトマン西神 中学 3  1:11.71 JOC夏新   中 学新
平泳ぎ 100m 女子 予選 二宮　陽凪 イトマン西神 中学 3  1:12.56 中 学新
平泳ぎ 100m 女子 決勝 小阪　愛音 須磨学園高校 高校 2  1:11.06 JOC夏新   高 校新
平泳ぎ 100m 女子 予選 小阪　愛音 須磨学園高校 高校 2  1:11.94 JOC夏新   高 校新
平泳ぎ 200m 女子 予選 井村　凪瀬 ＮＳＩ 中学 2  2:38.42
平泳ぎ 200m 女子 決勝 井村　凪瀬 ＮＳＩ 中学 2  2:40.33
平泳ぎ 200m 女子 決勝 松本　悠里 コナミ西宮 中学 3  2:34.52 中 学新
平泳ぎ 200m 女子 予選 松本　悠里 コナミ西宮 中学 3  2:34.59 中 学新
平泳ぎ 200m 女子 決勝 衛門　果穂 イトマン西宮 中学 3  2:35.81 JOC夏新   中 学新
平泳ぎ 200m 女子 予選 衛門　果穂 イトマン西宮 中学 3  2:36.37 JOC夏新   中 学新
平泳ぎ 200m 女子 決勝 二宮　陽凪 イトマン西神 中学 3  2:33.57 JOC夏新   中 学新
平泳ぎ 200m 女子 予選 二宮　陽凪 イトマン西神 中学 3  2:35.98 中 学新
平泳ぎ 200m 女子 決勝 小阪　愛音 須磨学園高校 高校 2  2:31.22 JOC夏新   高 校新
平泳ぎ 200m 女子 予選 小阪　愛音 須磨学園高校 高校 2  2:32.33 JOC夏新   高 校新

バタフライ 100m 女子 決勝 宮崎いぶき 神戸野田高校 高校 1  1:02.94
バタフライ 100m 女子 決勝 四ツ谷智香 ＮＳＩ神鉄 高校 2  1:02.01 高 校新
バタフライ 200m 女子 決勝 森田　美友 須磨学園高校 高校 1  2:18.57

個人メドレー 200m 女子 決勝 宮崎　若葉 イトマン西神 中学 1  2:25.12
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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
個人メドレー 200m 女子 予選 宮崎　若葉 イトマン西神 中学 1  2:25.56
個人メドレー 200m 女子 予選 黒岩　徠夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 2  2:26.37
個人メドレー 200m 女子 予選 松本　悠里 コナミ西宮 中学 3  2:22.30 中 学新
個人メドレー 200m 女子 決勝 宮崎　渚沙 イトマン西神 中学 3  2:23.82
個人メドレー 400m 女子 決勝 宮崎　渚沙 イトマン西神 中学 3  5:02.39 中 学新
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