
第63回神戸市民体育大会 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 50m 男子 タイム決勝 原田　壮大 村野工 高校 1    24.46 
自由形 50m 男子 タイム決勝 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校 1    24.45 
自由形 100m 男子 タイム決勝 左脇　弘大 ＪＳＳ北神戸 高校 1    54.30 
自由形 100m 男子 タイム決勝 小池　貴之 報徳学園 高校 1    52.81 
自由形 100m 男子 タイム決勝 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校 1    52.74 
自由形 200m 男子 タイム決勝 吉田　貴範 報徳学園 高校 1  1:56.82 
自由形 200m 男子 タイム決勝 洲﨑　透真 ｲﾄﾏﾝ西神戸 高校 1  1:56.23 
自由形 400m 男子 タイム決勝 加登　博翔 ＪＳＳ北神戸 中学 3  4:12.15 
自由形 400m 男子 タイム決勝 出羽　晃也 ＪＳＳ北神戸 高校 1  4:08.36 
自由形 400m 男子 タイム決勝 児嶋　利弘 村野工 高校 3  4:05.47 
自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登　博翔 ＪＳＳ北神戸 中学 3 16:04.81 
自由形 1500m 男子 タイム決勝 児嶋　利弘 村野工 高校 3 16:11.57 
平泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 竹内　慶悟 報徳学園 高校 1  1:06.14 
平泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 渡辺　隆世 長田 高校 2  1:03.71 大会新
平泳ぎ 200m 男子 タイム決勝 竹内　慶悟 報徳学園 高校 1  2:20.19 
平泳ぎ 200m 男子 タイム決勝 菅野　広大 須磨学園高校 高校 2  2:20.20 

個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 小池　貴之 報徳学園 高校 1  2:09.26 
自由形 50m 女子 タイム決勝 社浦　有紗 イトマン西神 小学 5    29.77 
自由形 50m 女子 タイム決勝 佐藤　来美 NSI御影 中学 2    27.79 
自由形 50m 女子 タイム決勝 吉田　芽生 イトマン西神 高校 2    26.91 大会新
自由形 100m 女子 タイム決勝 社浦　有紗 イトマン西神 小学 5  1:04.83 
自由形 100m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 神戸野田 高校 1    58.39 
自由形 100m 女子 タイム決勝 吉田　芽生 イトマン西神 高校 2    58.19 
自由形 200m 女子 タイム決勝 寺本　咲来 S･ﾊﾟﾃｨｵ 中学 2  2:11.29 
自由形 200m 女子 タイム決勝 宮崎　若葉 イトマン西神 中学 2  2:10.70 
自由形 200m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 神戸野田 高校 1  2:05.71 大会新
自由形 400m 女子 タイム決勝 寺本　咲来 S･ﾊﾟﾃｨｵ 中学 2  4:37.56 
自由形 400m 女子 タイム決勝 田村　朱里 ＮＳＩ 中学 3  4:31.09 
背泳ぎ 50m 女子 タイム決勝 前原子々夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 6    32.35 大会新
背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 三宗　琴葉 イトマン西宮 中学 1  1:07.52 
背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 黒岩　徠夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学 3  1:05.36 大会新
平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 西尾　柚乃 ＮＳＩ 中学 1  1:15.29 
平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 井村　凪瀬 ＮＳＩ 中学 3  1:13.66 
平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 二宮　陽凪 イトマン西神 高校 1  1:12.53 大会新
平泳ぎ 200m 女子 タイム決勝 二宮　陽凪 イトマン西神 高校 1  2:34.81 大会新

バタフライ 100m 女子 タイム決勝 大山　夢羽 ＮＳＩパール 小学 6  1:08.08 
バタフライ 100m 女子 タイム決勝 四ツ谷智香 須磨友が丘 高校 3  1:02.09 大会新

個人メドレー 200m 女子 タイム決勝 前原子々夏 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学 6  2:31.12 大会新
個人メドレー 200m 女子 タイム決勝 宮崎　若葉 イトマン西神 中学 2  2:23.93 

兵庫県水泳連盟 競技力向上委員会 Printing：2021/8/2  12:48



第63回神戸市民体育大会_リレー第１泳者 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 原田　壮大 村 野 工 高校 1    53.25 
自由形 100m 女子 タイム決勝 吉田　芽生 イトマン西神 高校 2    58.17 
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