
第61回神戸市中学校総合体育大会 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 400m 男子 決勝 加登　博翔 神・大池 中学 3  4:10.11
自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登　博翔 神・大池 中学 3 16:01.39 大会新
自由形 50m 女子 決勝 佐藤　来美 神・住吉 中学 2    27.34
自由形 50m 女子 予選 佐藤　来美 神・住吉 中学 2    27.52
自由形 200m 女子 決勝 花岡　菜海 神・北神戸 中学 2  2:07.58
自由形 200m 女子 予選 花岡　菜海 神・北神戸 中学 2  2:08.92
自由形 200m 女子 予選 井上　　奏 神・松蔭 中学 2  2:11.13
自由形 200m 女子 決勝 井上　　奏 神・松蔭 中学 2  2:11.52
自由形 200m 女子 決勝 寺本　咲来 神・友が丘 中学 2  2:11.61
自由形 400m 女子 決勝 花岡　菜海 神・北神戸 中学 2  4:30.26
自由形 400m 女子 予選 花岡　菜海 神・北神戸 中学 2  4:33.12
自由形 400m 女子 決勝 寺本　咲来 神・友が丘 中学 2  4:34.94
自由形 400m 女子 予選 寺本　咲来 神・友が丘 中学 2  4:37.57
自由形 400m 女子 決勝 大井　瑚夏 神・国際 中学 3  4:30.45
自由形 400m 女子 予選 大井　瑚夏 神・国際 中学 3  4:34.27
自由形 400m 女子 決勝 田村　朱里 神・歌敷山 中学 3  4:29.02
自由形 400m 女子 予選 田村　朱里 神・歌敷山 中学 3  4:30.68
自由形 400m 女子 決勝 藤川ひまり 神・平野 中学 3  4:35.43
自由形 800m 女子 タイム決勝 大井　瑚夏 神・国際 中学 3  9:16.17
自由形 800m 女子 タイム決勝 田村　朱里 神・歌敷山 中学 3  9:12.83
背泳ぎ 100m 女子 決勝 山口　華凜 神・北神戸 中学 1  1:07.14
背泳ぎ 100m 女子 予選 見浪　真美 神・葺合 中学 1  1:07.51
背泳ぎ 100m 女子 決勝 黒岩　徠夏 神・伊川谷 中学 3  1:05.84 大会新
背泳ぎ 200m 女子 決勝 黒岩　徠夏 神・伊川谷 中学 3  2:21.94
平泳ぎ 200m 女子 予選 西尾　柚乃 神・歌敷山 中学 1  2:43.41
平泳ぎ 200m 女子 予選 齊藤　結菜 神・鷹匠 中学 1  2:43.12
平泳ぎ 200m 女子 決勝 齊藤　結菜 神・鷹匠 中学 1  2:43.37
平泳ぎ 200m 女子 決勝 井村　凪瀬 神・歌敷山 中学 3  2:37.42

個人メドレー 200m 女子 決勝 宮崎　若葉 神・井吹台 中学 2  2:24.89
個人メドレー 400m 女子 決勝 宮崎　若葉 神・井吹台 中学 2  5:07.22

兵庫県水泳連盟 競技力向上委員会 Printing：2021/8/2  12:56
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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 女子 決勝 宮崎　若葉 神・井吹台 中学 2  1:00.00
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