
第64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 100m 男子 タイム決勝 松村　駿佑 須磨学園 高校 1    52.02
自由形 100m 男子 タイム決勝 左脇　弘大 報徳学園 高校 1    53.75
自由形 100m 男子 タイム決勝 洲﨑　透真 兵　　庫 高校 1    53.81
自由形 400m 男子 タイム決勝 吉田　貴範 報徳学園 高校 1  4:08.61
自由形 400m 男子 タイム決勝 松岡　健太 神戸村野工業 高校 1  4:10.44
自由形 400m 男子 タイム決勝 加登　結翔 報徳学園 高校 1  4:02.36
自由形 400m 男子 タイム決勝 辻森　魁人 須磨学園 高校 1  4:05.40
平泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 竹内　慶悟 報徳学園 高校 1  1:05.75
平泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 武本　航志 関西学院 高校 2  1:05.51

バタフライ 100m 男子 タイム決勝 山岡　大晟 神戸村野工業 高校 1    57.22
バタフライ 100m 男子 タイム決勝 小池　貴之 報徳学園 高校 1    55.60 大会新

個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 藤澤　明輝 長　　田 高校 1  2:09.82
個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 小峯　輝羅 須磨学園 高校 2  2:05.27
個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 菅野　広大 須磨学園 高校 2  2:04.97 大会新

自由形 50m 女子 タイム決勝 吉田　芽生 須磨学園 高校 2    26.50 大会新
自由形 100m 女子 タイム決勝 片山　珠里 神戸野田 高校 2    57.41 大会新
自由形 100m 女子 タイム決勝 橋本夏菜恵 関西学院 高校 2    58.34
自由形 400m 女子 タイム決勝 倉橋　初芽 龍 野 北 高校 1  4:31.49
自由形 400m 女子 タイム決勝 伊藤　未来 姫路商業 高校 1  4:28.23
自由形 400m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 神戸野田 高校 1  4:22.08
自由形 400m 女子 タイム決勝 中嶌　楓花 明石城西 高校 2  4:30.17
背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 樋口　実紅 須磨学園 高校 1  1:04.98
平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 衛門　果穂 芦　　屋 高校 1  1:12.60 大会新
平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 二宮　陽凪 須磨学園 高校 1  1:12.46 大会新

個人メドレー 200m 女子 タイム決勝 蔦川　真優 小　　野 高校 1  2:22.61
個人メドレー 200m 女子 タイム決勝 庄司　彩花 三田松聖 高校 1  2:23.58
個人メドレー 200m 女子 タイム決勝 澤野　莉子 神戸野田 高校 2  2:17.60 大会新
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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 洲﨑　透真 兵　　庫 高校 1    53.00
自由形 100m 男子 タイム決勝 原田　壮大 神戸村野工業 高校 1    53.29
自由形 100m 男子 タイム決勝 松村　駿佑 須磨学園 高校 1    52.13
自由形 100m 男子 タイム決勝 小池　貴之 報徳学園 高校 1    52.25
自由形 100m 女子 タイム決勝 橋本夏菜恵 関西学院 高校 2    58.44
自由形 100m 女子 タイム決勝 吉田　芽生 須磨学園 高校 2    57.94
自由形 100m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 神戸野田 高校 1    57.40
背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 中澤　　葵 須磨学園 高校 2  1:05.46
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