
  2022年度兵庫県水泳連盟ジュニア強化指定選手突破者リスト

競技会名 種目 距離 性別 予決 氏名 所属名称1 学種 学年 記録 新記録マーク
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 女子 予選 阿部  悠 須磨学園 高校 2  4:57.88
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 阿部  悠 須磨学園 高校 2  9:04.13
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 女子 決勝 阿部  悠 須磨学園 高校 2  4:57.95
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 阿部  悠 須磨学園高校 高校 2  9:04.29
兵庫県夏季公式記録会 自由形 400m 女子 タイム決勝 伊藤 未来 マック加古川 高校 2  4:28.03
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 女子 予選 伊藤 未来 姫路商業 高校 2  4:24.62
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 伊藤 未来 姫路商業 高校 2  9:04.76
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 伊藤 未来 姫路商業 高校 2  9:05.20
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 女子 決勝 伊藤 未来 姫路商業 高校 2  4:24.66
神⼾市中学校総合体育大会 個人メドレー 400m 男子 決勝 井上 志吹 神・⻄落合 中学 2  4:44.43
兵庫県中学校総合体育大会 個人メドレー 200m 男子 予選 井上 志吹 神・⻄落合 中学 2  2:12.62 標準新
兵庫県中学校総合体育大会 個人メドレー 200m 男子 決勝 井上 志吹 神・⻄落合 中学 2  2:13.78 
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 400m 男子 タイム決勝 井上 志吹 Ｓ・パティオ 中学 2  4:44.05
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 井村 凪瀬 北 須 磨 高校 1  2:31.82
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 決勝 井村 凪瀬 北 須 磨 高校 1  1:11.40
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 井村 凪瀬 北 須 磨 高校 1  2:33.80
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 井村 凪瀬 北須磨 高校 1  2:32.36
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 井村 凪瀬 北須磨 高校 1  2:30.81
兵庫県夏季公式記録会 平泳ぎ 200m 女子 タイム決勝 井村 凪瀬 北須磨高校 高校 1  2:34.76
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 鵜島あかり Aqスポレスト 中学 3  2:08.58
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 予選 鵜島あかり Aqスポレスト 中学 3  2:08.90
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 決勝 鵜島あかり Aqスポレスト 中学 3  2:08.43
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 鵜島あかり Aqスポレスト 中学 3  4:31.68
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 鵜島あかり Aqスポレスト 中学 3    59.23
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 個人メドレー 200m 女子 タイム決勝 鵜島あかり Aqスポレスト 中学 3  2:22.42 大会新
尼崎市⺠スポーツ祭水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 鵜島あかり Aqスポレスト 中学 3  4:31.85 大会新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 決勝 鵜島あかり 阪・鳴尾 中学 3  2:07.17 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 予選 鵜島あかり 阪・鳴尾 中学 3  2:06.77 標準新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 予選 鵜島あかり 阪・鳴尾 中学 3  4:26.15 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 決勝 鵜島あかり 阪・鳴尾 中学 3  4:26.41 全国新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 決勝 永田  杏 Aqスポレスト 中学 1  2:09.63
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 予選 永田  杏 Aqスポレスト 中学 1  2:11.41
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 決勝 永田  杏 阪・浜甲子園 中学 1  2:09.94 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 予選 永田  杏 阪・浜甲子園 中学 1  2:10.59 
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 女子 予選 永田  蒼 Aqスポレスト 小学 5    32.11
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 永田  蒼 Aqスポレスト 小学 5  2:37.89

1/19 2022/8/10現在



  2022年度兵庫県水泳連盟ジュニア強化指定選手突破者リスト

競技会名 種目 距離 性別 予決 氏名 所属名称1 学種 学年 記録 新記録マーク
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 女子 決勝 永田  蒼 Aqスポレスト 小学 5    31.87
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 衛門 果穂 芦屋 高校 2  2:34.01
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5  1:05.50
兵庫県夏季公式記録会 背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5  1:13.56
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5  2:38.44
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 予選 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5  2:36.73
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 50m 女子 決勝 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5    33.68
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 50m 女子 予選 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5    33.99
兵庫県夏季公式記録会 個人メドレー 200m 女子 タイム決勝 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5  2:36.75
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5  2:20.68
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 50m 女子 タイム決勝 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5    31.98
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 バタフライ 100m 女子 タイム決勝 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5  1:11.70
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5  1:05.12
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 予選 塩谷 心香 コナミ明石 小学 5  1:14.12
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 決勝 岡本 杏菜 武庫之荘ＳＳ 小学 5  2:14.94
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 岡本 杏菜 武庫之荘ＳＳ 小学 5  1:04.30
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 予選 岡本 杏菜 武庫之荘ＳＳ 小学 5    30.14
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 岡本 杏菜 武庫之荘ＳＳ 小学 5  2:15.71
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 岡本 杏菜 武庫之荘ＳＳ 小学 5  1:05.13
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 予選 岡本 杏菜 武庫之荘ＳＳ 小学 5  2:15.78
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 岡本 杏菜 武庫之荘ＳＳ 小学 5    30.04
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 200m 男子 予選 岡本 一歩 中・朝日 中学 2  1:59.46 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 男子 決勝 岡本 一歩 中・朝日 中学 2  4:13.24 
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 加登 結翔 報徳学園 高校 2  1:55.46
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 決勝 加登 結翔 報徳学園 高校 2  3:59.28
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 加登 結翔 報徳学園 高校 2  1:55.76
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 予選 加登 結翔 報徳学園 高校 2  4:03.66
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 加登 結翔 報徳学園 高校 2  1:55.63
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登 結翔 報徳学園高校 高校 2 16:06.85
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 加登 結翔 報徳学園高校 高校 2  8:27.79
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 男子 タイム決勝 加登 結翔 ＪＳＳ北神⼾ 高校 2  4:03.34
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登 結翔 ＪＳＳ北神⼾ 高校 2 15:51.71
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 加登 結翔 ＪＳＳ北神⼾ 高校 2  8:24.50
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登 博翔 村野工業高校 高校 1 15:46.43 大会新
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 加登 博翔 村野工業高校 高校 1  8:21.73
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 加登 博翔 神⼾村野工業 高校 1  8:22.17

2/19 2022/8/10現在



  2022年度兵庫県水泳連盟ジュニア強化指定選手突破者リスト

競技会名 種目 距離 性別 予決 氏名 所属名称1 学種 学年 記録 新記録マーク
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 加登 博翔 神⼾村野工業 高校 1  1:56.71
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登 博翔 神⼾村野工業 高校 1 15:49.40
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 加登 博翔 神⼾村野工業 高校 1  8:21.24
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登 博翔 神⼾村野工業 高校 1 15:37.97
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 予選 加登 博翔 神⼾村野工業 高校 1  4:02.65
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 決勝 加登 博翔 神⼾村野工業 高校 1  3:58.93
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 加登 博翔 ＪＳＳ北神⼾ 高校 1 15:49.42 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 加登 博翔 ＪＳＳ北神⼾ 高校 1  8:29.01
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 加登 博翔 ＪＳＳ北神⼾ 高校 1  1:57.48
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 男子 タイム決勝 加登 博翔 ＪＳＳ北神⼾ 高校 1  4:00.40
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 花岡 菜海 コナミ三田 中学 3  2:07.31
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 決勝 花岡 菜海 コナミ三田 中学 3  2:08.25
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 花岡 菜海 コナミ三田 中学 3  4:30.02
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 花岡 菜海 コナミ三田 中学 3  4:32.23
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 予選 花岡 菜海 神・北神⼾ 中学 3  4:26.37 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 決勝 花岡 菜海 神・北神⼾ 中学 3  2:05.99 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 決勝 花岡 菜海 神・北神⼾ 中学 3  4:26.77 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 予選 花岡 菜海 神・北神⼾ 中学 3  2:06.31 標準新
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 決勝 花岡 菜海 神・北神⼾ 中学 3  4:27.43
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 決勝 花岡 菜海 神・北神⼾ 中学 3  2:06.68 大会新
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 吉田 芽生 イトマン⻄神 高校 3    57.85 大会新
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 吉田 芽生 イトマン⻄神 高校 3    57.92
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 吉田 芽生 イトマン⻄神 高校 3    26.76
兵庫県夏季公式記録会 自由形 50m 女子 タイム決勝 吉田 芽生 イトマン⻄神 高校 3    26.71
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 吉田 芽生 イトマン⻄神 高校 3    57.55
兵庫県夏季公式記録会 自由形 100m 女子 タイム決勝 吉田 芽生 イトマン⻄神 高校 3    57.48
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 吉田 芽生 イトマン⻄神CS 高校 3    58.18
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 吉田 芽生 イトマン⻄神CS 高校 3    58.17
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 女子 予選 吉田 芽生 須磨学園 高校 3    26.62
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 吉田 芽生 須磨学園 高校 3    58.20
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 吉田 芽生 須磨学園 高校 3    57.82
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 吉田 芽生 須磨学園 高校 3    57.73
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 吉田 芽生 須磨学園 高校 3    57.76
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 吉田 芽生 須磨学園 高校 3    57.16
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 吉田 芽生 須磨学園 高校 3    26.55
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 男子 予選 吉田 貴範 報徳学園 高校 2  4:32.05
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兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 400m 男子 タイム決勝 吉田 貴範 塚口ＳＳ 高校 2  4:05.75
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 女子 予選 吉武 実桜 コナミ⻄宮 小学 5  1:11.17
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 吉武 実桜 コナミ⻄宮 小学 5  1:04.42
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 50m 女子 タイム決勝 吉武 実桜 コナミ⻄宮 小学 5    32.13
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 吉武 実桜 コナミ⻄宮 小学 5  1:05.32
兵庫県⻑水路水泳競技大会 バタフライ 100m 女子 タイム決勝 吉武 実桜 コナミ⻄宮 小学 5  1:10.20
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 予選 吉武 実桜 コナミ⻄宮 小学 5  2:19.44
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 決勝 吉武 実桜 コナミ⻄宮 小学 5  2:20.75
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 宮崎 若葉 イトマン⻄神 中学 3  2:08.16 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 宮崎 若葉 イトマン⻄神 中学 3  2:23.27
兵庫県夏季公式記録会 自由形 200m 女子 タイム決勝 宮崎 若葉 イトマン⻄神 中学 3  2:08.56
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 100m 女子 決勝 宮崎 若葉 神・井吹台 中学 3    59.36
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 決勝 宮崎 若葉 神・井吹台 中学 3  2:08.42
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 決勝 宮崎 若葉 神・井吹台 中学 3  2:08.22 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 予選 宮崎 若葉 神・井吹台 中学 3  2:07.65 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 100m 女子 決勝 宮崎 若葉 神・井吹台 中学 3    59.39 
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 100m 女子 決勝 宮崎 若葉 神・井吹台 中学 3    59.38
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 100m 女子 決勝 宮崎いぶき 神⼾野田 高校 3  1:02.14
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 女子 決勝 宮崎いぶき ＪＳＳ三木 高校 3  1:02.04
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 橋本夏菜恵 関⻄学院高 高校 3    58.41
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 橋本夏菜恵 関⻄学院高 高校 3    58.10
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 予選 粂田 一平 ＪＳＳ三木 小学 5  2:38.18
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 決勝 粂田 一平 ＪＳＳ三木 小学 5    31.78
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 決勝 粂田 一平 ＪＳＳ三木 小学 5    29.40
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 予選 粂田 一平 ＪＳＳ三木 小学 5    31.33
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 男子 予選 栗原 悠里 須磨学園高校 高校 2  1:04.75
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 男子 決勝 栗原 悠里 須磨学園高校 高校 2  1:04.59
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 見浪 真美 イトマン神⼾ 中学 2  1:06.17
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 見浪 真美 イトマン神⼾ D 中学 2  1:05.91
兵庫県中学校総合体育大会 背泳ぎ 200m 女子 決勝 見浪 真美 神・葺合 中学 2  2:21.20 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 背泳ぎ 200m 女子 予選 見浪 真美 神・葺合 中学 2  2:20.68 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 背泳ぎ 100m 女子 予選 見浪 真美 神・葺合 中学 2  1:05.52 全国新
神⼾市中学校総合体育大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 見浪 真美 神・葺合 中学 2  1:05.97
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 50m 男子 タイム決勝 原田 夏響 コナミ東加古 小学 5    29.05 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 予選 原田 夏響 コナミ東加古 小学 5    29.07
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 予選 原田 夏響 コナミ東加古 小学 5    31.36
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兵庫県夏季公式記録会 自由形 50m 男子 タイム決勝 原田 夏響 コナミ東加古 小学 5    29.62
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 50m 男子 タイム決勝 原田 夏響 コナミ東加古 小学 5    29.25 大会新
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 50m 男子 タイム決勝 原田 夏響 コナミ東加古 小学 5    31.86
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 ⼾上 光助 須磨学園 高校 3    52.67
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 五百磐紗奈 イトマン川⻄ 小学 5    30.15
兵庫県夏季公式記録会 自由形 50m 女子 タイム決勝 五百磐紗奈 イトマン川⻄ 小学 5    30.21
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 50m 女子 タイム決勝 五百磐紗奈 イトマン川⻄ C 小学 5    34.34
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 50m 男子 タイム決勝 荒木 晴道 イトマン⻄神 小学 6    30.13
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 50m 男子 タイム決勝 荒木 晴道 イトマン⻄神 小学 6    27.85
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 荒木 晴道 イトマン⻄神 小学 6  1:00.11
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 予選 荒木 晴道 イトマン⻄神 小学 6    27.53
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 100m 男子 タイム決勝 荒木 晴道 イトマン⻄神 小学 6  1:00.91
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 50m 男子 タイム決勝 荒木 晴道 イトマン⻄神 小学 6    27.57
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 決勝 荒木 晴道 イトマン⻄神 小学 6    27.81
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 男子 決勝 荒木 晴道 イトマン⻄神 小学 6  1:00.00
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 タイム決勝 荒木 晴道 イトマン⻄神 C 小学 6    27.78
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 50m 男子 タイム決勝 荒木 晴道 イトマン⻄神 C 小学 6    27.62
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 予選 荒木 優誠 ＮＳＩ 小学 5    29.37
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 決勝 荒木 優誠 ＮＳＩ 小学 5    29.16
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 50m 男子 タイム決勝 荒木 優誠 ＮＳＩ 小学 5    29.81
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 ⿊岩 徠夏 神⼾野田 高校 1  1:04.07
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 予選 ⿊岩 徠夏 神⼾野田 高校 1  1:04.30
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 ⿊岩 徠夏 神⼾野田 高校 1  1:03.81
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 予選 ⿊岩 徠夏 神⼾野田 高校 1  1:04.53
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 ⿊岩 徠夏 ｲﾄﾏﾝ⻄神⼾ 高校 1  1:04.12
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 予選 ⿊岩 徠夏 ｲﾄﾏﾝ⻄神⼾ 高校 1  1:04.86
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 女子 決勝 ⿊木 優愛 川⻄北陵 高校 2  5:00.20
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 予選 今井 陽花 神⼾野田 高校 1  1:12.29
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 決勝 今井 陽花 神⼾野田 高校 1  1:11.58
尼崎市⺠スポーツ祭水泳競技大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 今林 小夏 Aqスポレスト 中学 2  9:14.82 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 今林 小夏 Aqスポレスト 中学 2  9:04.20
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 今林 小夏 Aqスポレスト 中学 2  2:09.72
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 今林 小夏 Aqスポレスト 中学 2  4:25.74
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 決勝 今林 小夏 Aqスポレスト 中学 2  2:09.43
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 今林 小夏 Aqスポレスト 中学 2  4:24.93 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 予選 今林 小夏 Aqスポレスト 中学 2  2:09.16
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兵庫県中学校総合体育大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 今林 小夏 阪・浜甲子園 中学 2  9:12.61 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 決勝 今林 小夏 阪・浜甲子園 中学 2  4:28.80 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 予選 今林 小夏 阪・浜甲子園 中学 2  4:28.21 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 50m 女子 決勝 佐藤 来美 神・住吉 中学 3    27.20 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 50m 女子 予選 佐藤 来美 神・住吉 中学 3    27.30 
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 50m 女子 決勝 佐藤 来美 神・住吉 中学 3    27.10
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 50m 女子 予選 佐藤 来美 神・住吉 中学 3    27.28
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 佐藤 来美 ＮＳＩ御影 中学 3    27.10
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 左脇 弘大 報徳学園 高校 2    52.47
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 男子 予選 左脇 弘大 報徳学園 高校 2    24.03
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 男子 決勝 左脇 弘大 報徳学園 高校 2    23.98
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 決勝 左脇 弘大 報徳学園 高校 2    52.38
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 決勝 左脇 弘大 ＪＳＳ北神⼾ 高校 2    24.29
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 左脇 弘大 ＪＳＳ北神⼾ 高校 2    52.84
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 予選 左脇 弘大 ＪＳＳ北神⼾ 高校 2    24.27
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 100m 女子 決勝 左脇 舞乙 阪・塩瀬 中学 3    59.18 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 100m 女子 予選 左脇 舞乙 阪・塩瀬 中学 3    59.04 全国新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 左脇 舞乙 ＪＳＳ北神⼾ 中学 3    59.13
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 左脇 舞乙 ＪＳＳ北神⼾ 中学 3    59.36
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 女子 予選 坂口理彩子 須磨学園 高校 2  4:26.09
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 女子 決勝 坂口理彩子 須磨学園 高校 2  4:28.03
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 三宗 琴葉 イトマン⻄宮 中学 2  1:04.67 大会新
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 背泳ぎ 200m 女子 タイム決勝 三宗 琴葉 イトマン⻄宮 中学 2  2:21.66 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 三宗 琴葉 イトマン⻄宮 中学 2  1:04.99
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 三宗 琴葉 イトマン⻄宮 中学 2  2:24.62
兵庫県夏季公式記録会 背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 三宗 琴葉 イトマン⻄宮 中学 2  1:04.92
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 200m 女子 決勝 三宗 琴葉 イトマン⻄宮 中学 2  2:20.89
兵庫県中学校総合体育大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 三宗 琴葉 阪・今津 中学 2  1:05.59 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 背泳ぎ 100m 女子 予選 三宗 琴葉 阪・今津 中学 2  1:05.55 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 背泳ぎ 200m 女子 決勝 三宗 琴葉 阪・今津 中学 2  2:22.14 
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 三木 颯翔 姫路工 高校 2  1:56.36
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 三木 颯翔 姫路工 高校 2  1:55.80
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 三木 颯翔 姫路工業 高校 2  1:55.75
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 三木 颯翔 姫路工業 高校 2    53.24
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 男子 タイム決勝 三木 颯翔 ＳＵＮ網干 高校 2  1:56.39
近畿高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 予選 山岡 大晟 神⼾村野工業 高校 2  2:05.73
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兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 山口 華凜 コナミ三田 中学 2  1:06.44
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 200m 女子 決勝 山口 華凜 コナミ三田 中学 2  2:21.88
尼崎市⺠スポーツ祭水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 山口 華凜 コナミ三田 中学 2  4:34.64
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 山口 華凜 コナミ三田 中学 2  1:05.87
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 山口 華凜 コナミ三田 CS 中学 2  1:06.10
兵庫県中学校総合体育大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 山口 華凜 神・北神⼾ 中学 2  1:05.05 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 背泳ぎ 100m 女子 予選 山口 華凜 神・北神⼾ 中学 2  1:05.07 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 背泳ぎ 200m 女子 予選 山口 華凜 神・北神⼾ 中学 2  2:21.95 
神⼾市中学校総合体育大会 背泳ぎ 200m 女子 決勝 山口 華凜 神・北神⼾ 中学 2  2:21.69
神⼾市中学校総合体育大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 山口 華凜 神・北神⼾ 中学 2  1:05.51 大会新
兵庫県中学校総合体育大会 背泳ぎ 200m 女子 決勝 山口 華凜 神・北神⼾ 中学 2  2:22.15 
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 男子 決勝 山本 頼知 龍 野 北 高校 2  4:32.78
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 決勝 山本 頼知 龍野北 高校 2  2:08.52
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 男子 タイム決勝 山﨑 海璃 コナミ⻄宮 高校 1  1:57.90
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 山﨑 海璃 三田松聖 高校 1  1:57.91
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 山﨑 海璃 三田松聖 高校 1  1:56.97
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 平泳ぎ 50m 男子 タイム決勝 寺坂 拓真 ｲﾄﾏﾝ⻄神⼾ 小学 5    36.64 大会新
兵庫県夏季公式記録会 平泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 寺坂 拓真 ｲﾄﾏﾝ⻄神⼾ 小学 5  1:19.60
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 平泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 寺坂 拓真 ｲﾄﾏﾝ⻄神⼾ 小学 5  1:19.35 大会新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 決勝 寺本 咲来 神・友が丘 中学 3  4:33.04 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 200m 女子 予選 寺本 咲来 神・友が丘 中学 3  2:08.19 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 予選 寺本 咲来 神・友が丘 中学 3  4:31.63 
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 決勝 寺本 咲来 神・友が丘 中学 3  4:31.10
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 寺本 咲来 Ｓ・パティオ 中学 3  4:32.49
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 社浦 有紗 イトマン⻄神 小学 6    28.49
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 女子 予選 社浦 有紗 イトマン⻄神 小学 6    29.94
兵庫県⻑水路水泳競技大会 バタフライ 50m 女子 タイム決勝 社浦 有紗 イトマン⻄神 小学 6    29.95 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 予選 社浦 有紗 イトマン⻄神 小学 6    28.56
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 社浦 有紗 イトマン⻄神 小学 6    28.87
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 女子 決勝 社浦 有紗 イトマン⻄神 小学 6    30.00
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 社浦 有紗 イトマン⻄神 小学 6  1:02.34
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 社浦 有紗 イトマン⻄神 C 小学 6    28.54
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 社浦 有紗 イトマン⻄神 C 小学 6    28.92
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 酒井 柚奈 コナミ⻄宮 中学 1  2:11.40
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 酒井 柚奈 コナミ⻄宮 中学 1    27.41 大会新
兵庫県夏季公式記録会 自由形 50m 女子 タイム決勝 酒井 柚奈 コナミ⻄宮 C 中学 1    27.67
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兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 酒井 柚奈 コナミ⻄宮 C 中学 1    27.42
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 100m 女子 決勝 酒井 柚奈 神・本山南 中学 1    59.92
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 50m 女子 予選 酒井 柚奈 神・本山南 中学 1    27.60
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 50m 女子 決勝 酒井 柚奈 神・本山南 中学 1    27.70 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 50m 女子 予選 酒井 柚奈 神・本山南 中学 1    27.70 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 100m 女子 決勝 酒井 柚奈 神・本山南 中学 1    59.62 
神⼾市中学校総合体育大会 自由形 50m 女子 決勝 酒井 柚奈 神・本山南 中学 1    27.52
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 出羽 晃也 三田学園 高校 2  1:55.15
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 出羽 晃也 三田学園 高校 2 16:10.46
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 出羽 晃也 三田学園 高校 2  8:34.26
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 決勝 出羽 晃也 三田学園 高校 2  3:58.73
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 予選 出羽 晃也 三田学園 高校 2  4:03.94
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 出羽 晃也 三田学園 高校 2  8:34.16
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 出羽 晃也 三田学園 高校 2 16:12.66
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 出羽 晃也 ＪＳＳ北神⼾ 高校 2  1:53.75 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 男子 タイム決勝 出羽 晃也 ＪＳＳ北神⼾ 高校 2  3:58.07 大会新
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 予選 勝部 太陽 ⻄ 宮 東 高校 2  4:06.16
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 小坂田 愛 武庫川大附高 高校 2  2:34.52
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 決勝 小川 大貴 塚口ＳＳ 高校 3  2:17.39
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 予選 小川 大貴 須磨学園 高校 3  2:16.33
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 決勝 小川 大貴 須磨学園 高校 3  2:17.24
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 決勝 小川 大貴 須磨学園 高校 3  2:16.85
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 予選 小川 大貴 須磨学園 高校 3  2:18.46
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 予選 小池 貴之 報徳学園 高校 2  2:02.45
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 決勝 小池 貴之 報徳学園 高校 2  2:01.37
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 小池 貴之 報徳学園 高校 2    57.99
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 小池 貴之 報徳学園 高校 2    57.85
阪神高校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 小池 貴之 報徳学園 高校 2    59.02
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 100m 男子 予選 小池 貴之 報徳学園 高校 2    55.75
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 小池 貴之 報徳学園 高校 2    57.53
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 決勝 小池 貴之 報徳学園 高校 2    51.62
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 小池 貴之 報徳学園 高校 2    51.81
近畿高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 予選 小池 貴之 報徳学園 高校 2  2:00.60
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 100m 男子 決勝 小池 貴之 報徳学園 高校 2    54.23
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 小池 貴之 報徳学園 高校 2    51.93
近畿高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 決勝 小池 貴之 報徳学園 高校 2  2:00.53
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阪神高校選手権水泳競技大会 バタフライ 100m 男子 タイム決勝 小池 貴之 報徳学園 高校 2    55.96
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 決勝 小池 貴之 報徳学園 高校 2    51.54
阪神高校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 タイム決勝 小池 貴之 報徳学園 高校 2  2:04.94
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 バタフライ 100m 男子 タイム決勝 小池 貴之 報徳学園高校 高校 2    56.06 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 男子 決勝 小池 貴之 報徳学園高校 高校 2    55.51
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 決勝 小峯 輝羅 須磨学園 高校 3  2:05.16
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 男子 決勝 小峯 輝羅 須磨学園 高校 3  4:25.89
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 予選 小峯 輝羅 須磨学園 高校 3  2:06.39
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 決勝 小峯 輝羅 須磨学園 高校 3  2:06.20
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 男子 決勝 小峯 輝羅 須磨学園 高校 3  4:28.69
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 男子 予選 小峯 輝羅 須磨学園 高校 3  4:29.72
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 400m 男子 タイム決勝 小峯 輝羅 須磨学園高校 高校 3  4:27.50
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 決勝 小峯 輝羅 須磨学園高校 高校 3  2:05.72
兵庫県夏季公式記録会 個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 小峯 輝羅 ＳＵＮ姫路 高校 3  2:05.81
兵庫県中学校総合体育大会 個人メドレー 200m 女子 予選 小林 愛茉 阪・東谷 中学 2  2:20.67 大会新    標準新
兵庫県中学校総合体育大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 小林 愛茉 阪・東谷 中学 2  2:18.72 大会新    新        全国新
兵庫県中学校総合体育大会 個人メドレー 400m 女子 決勝 小林 愛茉 阪・東谷 中学 2  4:50.42 県中学新  大会新    全国新
兵庫県中学校総合体育大会 個人メドレー 400m 女子 予選 小林 愛茉 阪・東谷 中学 2  4:53.62 大会新    全国新
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 小林 愛莉 雲 雀 丘 高校 1  2:34.02
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 決勝 小林 愛莉 雲 雀 丘 高校 1  1:12.01
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 小林 愛莉 雲 雀 丘 高校 1  2:32.65
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 小林 愛莉 雲雀丘学園高 高校 1  2:33.88
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 小林 愛莉 雲雀丘学園高 高校 1  2:32.75
兵庫県⻑水路水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 小林 夕馬 Ａｑ相生 小学 5  2:37.54
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 小林 夕馬 Ａｑ相生 小学 5  1:04.00
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 50m 男子 タイム決勝 小林 夕馬 Ａｑ相生 小学 5    29.59
近畿高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 女子 予選 庄司 彩花 三田松聖 高校 2  2:17.24
兵庫県夏季公式記録会 自由形 200m 男子 タイム決勝 松岡 健太 コナミ東加古 高校 2  1:55.76
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 松岡 健太 コナミ東加古 高校 2  1:55.72
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 松岡 健太 神⼾村野工業 高校 2  1:54.67
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 松岡 健太 神⼾村野工業 高校 2  1:54.72
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 松岡 健太 神⼾村野工業 高校 2    52.70
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 決勝 松岡 健太 神⼾村野工業 高校 2    52.71
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 松岡 健太 神⼾村野工業 高校 2    52.96
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 松岡 健太 神⼾村野工業 高校 2  1:54.20
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 決勝 松岡 健太 神⼾村野工業 高校 2    52.61
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近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 松岡 健太 神⼾村野工業 高校 2  1:55.20
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 松岡 健太 神⼾村野工業 高校 2  1:55.75
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 松岡 健太 神⼾村野工業 高校 2    53.19
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 決勝 松村 駿佑 須磨学園 高校 2    52.03
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 松村 駿佑 須磨学園 高校 2  1:54.08
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 松村 駿佑 須磨学園 高校 2  1:52.57
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 決勝 松村 駿佑 須磨学園 高校 2    51.36
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 松村 駿佑 須磨学園 高校 2    51.87
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 決勝 松村 駿佑 須磨学園 高校 2    51.83
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 決勝 松村 駿佑 須磨学園 高校 2    51.94
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 松村 駿佑 須磨学園 高校 2  1:53.08
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 松村 駿佑 須磨学園 高校 2    52.63
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 松村 駿佑 須磨学園 高校 2  1:55.03
兵庫県夏季公式記録会 自由形 100m 男子 タイム決勝 松村 駿佑 須磨学園高校 高校 2    52.91
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 予選 松本 悠里 コナミ⻄宮 高校 2  1:11.05 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 松本 悠里 コナミ⻄宮 高校 2  2:31.61
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 決勝 松本 悠里 コナミ⻄宮 高校 2  1:10.74 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 松本 悠里 コナミ⻄宮 高校 2  2:32.26
兵庫県夏季公式記録会 平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 松本 悠里 コナミ⻄宮 高校 2  1:10.16
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 松本 悠里 須磨学園 高校 2  2:33.52
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 予選 松本 悠里 須磨学園 高校 2  1:10.36
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 松本 悠里 須磨学園 高校 2  2:31.56
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 松本 悠里 須磨学園 高校 2  2:30.73
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 松本 悠里 須磨学園 高校 2  2:28.48
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 決勝 松本 悠里 須磨学園 高校 2  1:09.67 大会新
兵庫県夏季公式記録会 自由形 100m 男子 タイム決勝 松本 遥哉 イトマン⻄神 中学 2    54.62
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 男子 タイム決勝 松本 遥哉 イトマン⻄神 中学 2  1:59.33
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 100m 男子 タイム決勝 松本 遥哉 イトマン⻄神 中学 2    55.04
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 100m 男子 決勝 松本 遥哉 神・井吹台 中学 2    55.03 
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 菖蒲池 鈴 Aqスポレスト 小学 6  2:16.69
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 100m 男子 タイム決勝 織⼾ 大輝 Ｓ・パティオ 小学 5  1:10.21
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 50m 男子 タイム決勝 織⼾ 大輝 Ｓ・パティオ 小学 5    31.58
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 男子 決勝 織⼾ 大輝 Ｓ・パティオ 小学 5  1:10.85
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 予選 織⼾ 大輝 Ｓ・パティオ 小学 5    31.68
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 決勝 織⼾ 大輝 Ｓ・パティオ 小学 5  2:36.45
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 予選 織⼾ 大輝 Ｓ・パティオ 小学 5  2:37.97
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兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 男子 予選 織⼾ 大輝 Ｓ・パティオ 小学 5  1:10.28
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 女子 決勝 森田 美友 イトマン神⼾ 高校 3  1:02.14
近畿高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 女子 予選 森田 美友 須磨学園 高校 3  2:15.74
近畿高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 女子 決勝 森田 美友 須磨学園 高校 3  2:15.42
神⼾市中学校総合体育大会 バタフライ 200m 女子 決勝 菅原 凛夏 神・兵庫 中学 3  2:18.49
神⼾市中学校総合体育大会 バタフライ 100m 女子 予選 菅原 凛夏 神・兵庫 中学 3  1:02.90
神⼾市中学校総合体育大会 バタフライ 100m 女子 決勝 菅原 凛夏 神・兵庫 中学 3  1:02.88
兵庫県中学校総合体育大会 バタフライ 200m 女子 予選 菅原 凛夏 神・兵庫 中学 3  2:19.85 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 バタフライ 100m 女子 決勝 菅原 凛夏 神・兵庫 中学 3  1:02.68 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 バタフライ 200m 女子 決勝 菅原 凛夏 神・兵庫 中学 3  2:18.06 全国新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 女子 決勝 菅原 凛夏 ﾙﾈｻﾝｽ神⼾ 中学 3  1:02.86
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 決勝 菅野 広大 須磨学園 高校 3  2:16.11
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 予選 菅野 広大 須磨学園 高校 3  2:17.63
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 決勝 菅野 広大 須磨学園 高校 3  2:17.05
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 菅野 広大 須磨学園 高校 3    58.69
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 予選 菅野 広大 須磨学園 高校 3  2:16.83
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 男子 予選 菅野 陽日 須磨学園 高校 1  1:05.19
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 男子 決勝 菅野 陽日 須磨学園 高校 1  1:04.60
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 予選 菅野 陽日 須磨学園 高校 1  2:19.36
兵庫県夏季公式記録会 平泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 菅野 陽日 須磨学園高校 高校 1  1:04.87
兵庫県夏季公式記録会 平泳ぎ 200m 男子 タイム決勝 菅野 陽日 須磨学園高校 高校 1  2:20.25
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 予選 ⻄ こころ コナミ三田 小学 5  2:39.02
神⼾市中学校総合体育大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 ⻄尾 柚乃 神・歌敷山 中学 2  2:38.04
神⼾市中学校総合体育大会 平泳ぎ 100m 女子 決勝 ⻄尾 柚乃 神・歌敷山 中学 2  1:13.21 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 ⻄尾 柚乃 ＮＳＩ 中学 2  2:39.31
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 女子 予選 ⻄雄 愛莉 姫路商業 高校 2    26.87
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 ⻄雄 愛莉 姫路商業 高校 2    58.15
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 ⻄雄 愛莉 姫路商業 高校 2    26.57
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 100m 女子 決勝 ⻄雄 愛莉 姫路商業 高校 2  1:00.65 大会新
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 100m 女子 予選 ⻄雄 愛莉 姫路商業 高校 2  1:02.24
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 ⻄雄 愛莉 姫路商業高校 高校 2    26.74
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 女子 決勝 ⻄雄 愛莉 姫路商業高校 高校 2  1:01.62
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 ⻄雄 愛莉 ＳＵＮ網干 高校 2    26.73 大会新
兵庫県夏季公式記録会 自由形 50m 女子 タイム決勝 ⻄雄 愛莉 ＳＵＮ網干 高校 2    26.82
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 100m 女子 タイム決勝 ⻄雄 愛莉 ＳＵＮ網干 高校 2  1:02.10
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 石井 陽菜 イトマン⻄宮 中学 1  1:06.77 大会新
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兵庫県夏季公式記録会 背泳ぎ 200m 女子 タイム決勝 石井 陽菜 イトマン⻄宮 中学 1  2:24.59
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 50m 女子 予選 赤松  杏 イトマン⻄神 小学 5    37.83
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 50m 女子 決勝 赤松  杏 イトマン⻄神 小学 5    37.77
兵庫県⻑水路水泳競技大会 平泳ぎ 50m 女子 タイム決勝 赤松  杏 イトマン⻄神 小学 5    37.76 大会新
兵庫県夏季公式記録会 平泳ぎ 50m 女子 タイム決勝 赤松  杏 イトマン⻄神 小学 5    37.74
兵庫県夏季公式記録会 背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 赤松  蘭 イトマン⻄神 中学 1  1:06.46
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 川野 夢桃 コナミ東加古 中学 2  4:33.32
兵庫県夏季公式記録会 自由形 400m 女子 タイム決勝 川野 夢桃 コナミ東加古 中学 2  4:34.41
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 予選 川野 夢桃 東・神吉 中学 2  4:33.01 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 決勝 川野 夢桃 東・神吉 中学 2  4:34.72 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 100m 男子 予選 泉  結智 神・福田 中学 3    54.23 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 100m 男子 決勝 泉  結智 神・福田 中学 3    53.82 全国新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 男子 決勝 浅井蒼一郎 ＳＴ淡路 小学 6  1:04.30
兵庫県⻑水路水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 タイム決勝 浅井蒼一郎 ＳＴ淡路 小学 6    28.81 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 浅井蒼一郎 ＳＴ淡路 小学 6  1:00.76
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 男子 予選 浅井蒼一郎 ＳＴ淡路 小学 6  1:04.22
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 決勝 浅井蒼一郎 ＳＴ淡路 小学 6    29.09
兵庫県夏季公式記録会 自由形 50m 男子 タイム決勝 浅井蒼一郎 ＳＴ淡路 小学 6    28.11
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 50m 男子 タイム決勝 浅井蒼一郎 ＳＴ淡路 小学 6    29.36
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 予選 浅井蒼一郎 ＳＴ淡路 小学 6    29.13
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 100m 男子 タイム決勝 浅井蒼一郎 ＳＴ淡路 小学 6  1:04.38
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 決勝 浅尾萌々香 コナミ⻄宮 高校 2  2:05.76
兵庫県夏季公式記録会 自由形 100m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 コナミ⻄宮 高校 2    58.22
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 女子 予選 浅尾萌々香 コナミ⻄宮 高校 2  2:04.68
兵庫県夏季公式記録会 自由形 50m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 コナミ⻄宮 高校 2    26.90
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 コナミ⻄宮 高校 2  9:03.70
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 コナミ⻄宮 高校 2  9:03.30
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 コナミ⻄宮 高校 2  4:21.75 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 浅尾萌々香 コナミ⻄宮 高校 2  4:20.12 大会新
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 女子 予選 浅尾萌々香 神⼾野田 高校 2  4:23.29
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 女子 決勝 浅尾萌々香 神⼾野田 高校 2  4:19.95
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 女子 予選 浅尾萌々香 神⼾野田 高校 2  2:04.47
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 女子 決勝 浅尾萌々香 神⼾野田 高校 2  2:04.05
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 浅尾萌々香 神⼾野田 高校 2    57.82
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 女子 予選 浅尾萌々香 神⼾野田 高校 2  2:05.74
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 女子 決勝 浅尾萌々香 神⼾野田 高校 2  2:03.91
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兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 バタフライ 100m 男子 タイム決勝 前川 大和 コナミ⻄宮 中学 3    57.55
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 バタフライ 200m 男子 タイム決勝 前川 大和 コナミ⻄宮 中学 3  2:08.00
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 100m 男子 決勝 前川 大和 コナミ⻄宮 中学 3    57.21
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 前川 大和 コナミ⻄宮 中学 3  1:56.70
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 決勝 前川 大和 コナミ⻄宮 中学 3  2:07.87
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 200m 男子 タイム決勝 前川 大和 コナミ⻄宮 中学 3  2:06.74
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 前川 大和 コナミ⻄宮 中学 3  1:55.55
兵庫県中学校総合体育大会 バタフライ 200m 男子 決勝 前川 大和 阪・今津 中学 3  2:05.64 全国新
兵庫県中学校総合体育大会 バタフライ 100m 男子 決勝 前川 大和 阪・今津 中学 3    55.67 大会新    全国新
兵庫県中学校総合体育大会 バタフライ 100m 男子 予選 前川 大和 阪・今津 中学 3    56.41 大会新    標準新    全国新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 50m 女子 決勝 倉田 夏帆 イトマン川⻄ 小学 5    37.86
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 50m 女子 予選 倉田 夏帆 イトマン川⻄ 小学 5    37.62
兵庫県⻑水路水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 倉田 夏帆 イトマン川⻄ 小学 5  1:20.98 大会新
兵庫県⻑水路水泳競技大会 平泳ぎ 50m 女子 タイム決勝 倉田 夏帆 イトマン川⻄ 小学 5    37.96
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 平泳ぎ 50m 女子 タイム決勝 倉田 夏帆 イトマン川⻄ 小学 5    37.56 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 決勝 倉田 夏帆 イトマン川⻄ 小学 5  1:19.77
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 予選 倉田 夏帆 イトマン川⻄ 小学 5  1:19.66
兵庫県夏季公式記録会 平泳ぎ 50m 女子 タイム決勝 倉田 夏帆 イトマン川⻄ 小学 5    37.68
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 決勝 足立 雄星 ＮＳＩ⻘垣 小学 6  2:27.86
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 村上 徹平 明 石 南 高校 1    59.28
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 村上 徹平 明 石 南 高校 1    59.10
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 村上 徹平 明 石 南 高校 1    58.73
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 200m 男子 予選 村上 徹平 明 石 南 高校 1  2:07.72
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 200m 男子 決勝 村上 徹平 明 石 南 高校 1  2:06.80
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 200m 男子 予選 村上 徹平 明石南 高校 1  2:06.48
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 200m 男子 決勝 村上 徹平 明石南 高校 1  2:07.25
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 村上 徹平 明石南 高校 1    58.58
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 村上 徹平 明石南 高校 1    59.16
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 村上 徹平 ＮＳＩ 高校 1    59.18
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 200m 男子 予選 村上 徹平 ＮＳＩ 高校 1  2:07.85
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 村上 徹平 ＮＳＩ 高校 1    59.84
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 200m 男子 決勝 村上 徹平 ＮＳＩ 高校 1  2:06.27
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 予選 村上 遥香 NSI南あわじ 中学 2    27.37 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 村上 遥香 NSI南あわじ 中学 2    26.92 大会新
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 100m 女子 決勝 村上 遥香 淡・三原 中学 2    59.79 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 50m 女子 予選 村上 遥香 淡・三原 中学 2    27.15 
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兵庫県中学校総合体育大会 自由形 50m 女子 決勝 村上 遥香 淡・三原 中学 2    26.97 全国新
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 女子 決勝 大井 瑚夏 神⼾国際 高校 1  4:28.47
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 大井 瑚夏 ＴＸ明石 高校 1  4:27.74
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 大井 瑚夏 ＴＸ明石 高校 1  4:29.78
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 大⻄ 彩生 マック加古川 小学 5    30.18
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 予選 大塚 美咲 阪・浜脇 中学 2  4:36.02 
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 決勝 大塚 美咲 阪・浜脇 中学 2  4:35.43 
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 大塚 美咲 ＴＸ夙川 中学 2  4:35.09
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 大塚 美咲 ＴＸ夙川 中学 2  4:36.43
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 200m 男子 タイム決勝 端  凌志 塚口ＳＳ 中学 3  1:57.36 大会新
兵庫県夏季公式記録会 自由形 50m 女子 タイム決勝 竹原千紗葵 イトマン神⼾ C 小学 6    29.33
兵庫県中学校総合体育大会 平泳ぎ 100m 男子 予選 竹中 伯燿 中・坊勢 中学 2  1:08.05 
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 決勝 竹内 慶悟 報徳学園 高校 2  2:18.07
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 決勝 竹内 慶悟 報徳学園 高校 2  2:17.68
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 男子 予選 竹内 慶悟 報徳学園 高校 2  4:32.65
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 男子 決勝 竹内 慶悟 報徳学園 高校 2  4:31.29
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 予選 竹内 慶悟 報徳学園 高校 2  2:19.18
阪神高校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 タイム決勝 竹内 慶悟 報徳学園 高校 2  2:18.59 大会新
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 予選 竹内 慶悟 報徳学園 高校 2  2:17.26
阪神高校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 男子 タイム決勝 竹内 慶悟 報徳学園 高校 2  4:32.79
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 決勝 竹内 慶悟 武庫之荘ＳＳ 高校 2  2:18.01
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 男子 決勝 竹内 慶悟 武庫之荘ＳＳ 高校 2  1:04.51
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 男子 予選 竹内 慶悟 武庫之荘ＳＳ 高校 2  1:04.83
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 予選 竹内 慶悟 武庫之荘ＳＳ 高校 2  2:17.78
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 女子 予選 中田 伶音 尼崎市スポ振 小学 6    30.99
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 中嶌 楓花 明石城⻄ 高校 3  9:01.65
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 中澤  葵 イトマン神⼾ 高校 3  2:19.49
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 男子 予選 ⻑谷川陽大 須磨学園 高校 1    53.64
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 男子 決勝 ⻑谷川陽大 須磨学園 高校 1    24.53
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 決勝 ⻑谷川陽大 須磨学園高校 高校 1    24.67
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 ⻑谷川和奏 コナミ三田 中学 2  4:31.70
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 400m 女子 予選 ⻑谷川和奏 丹・けやき台 中学 2  4:34.56 
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 決勝 辻森 魁人 須磨学園 高校 2  3:59.40
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 辻森 魁人 須磨学園 高校 2  1:54.04
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 辻森 魁人 須磨学園 高校 2  8:23.65
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 辻森 魁人 須磨学園 高校 2 15:53.58
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兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 予選 辻森 魁人 須磨学園 高校 2  4:02.88
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 辻森 魁人 須磨学園 高校 2 15:39.84
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 辻森 魁人 須磨学園 高校 2  8:22.15
兵庫県夏季公式記録会 自由形 200m 男子 タイム決勝 辻森 魁人 須磨学園高校 高校 2  1:54.19
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 200m 女子 決勝 蔦川 真優 小野 高校 2  2:17.99
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 200m 女子 予選 蔦川 真優 小野 高校 2  2:18.18
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 200m 女子 決勝 蔦川 真優 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 高校 2  2:17.34
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 50m 女子 予選 定  茉南 コナミ⻄宮 小学 6    36.87
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 女子 決勝 田村 朱里 須磨学園 高校 1  4:28.37
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 女子 予選 田村 朱里 須磨学園 高校 1  4:28.61
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 田村 朱里 ＮＳＩ 高校 1  4:24.63
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 800m 女子 タイム決勝 田村 朱里 ＮＳＩ 高校 1  8:59.75 大会新
兵庫県夏季公式記録会 自由形 800m 女子 タイム決勝 田村 朱里 ＮＳＩ 高校 1  9:03.55
兵庫県夏季公式記録会 自由形 400m 女子 タイム決勝 田村 朱里 ＮＳＩ 高校 1  4:25.00
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 400m 女子 タイム決勝 田村 朱里 ＮＳＩ 高校 1  4:28.00
阪神高校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 田中 秀路 関⻄学院 高校 1  1:00.07
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 田中 秀路 関⻄学院 高校 1  1:00.09
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 田中 秀路 関⻄学院 高校 1    59.43
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 田中 秀路 関⻄学院 高校 1    59.88
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 田中 秀路 関⻄学院高 高校 1    59.20
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 田中 秀路 関⻄学院高 高校 1    59.34
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 田中 秀路 関⻄学院高 高校 1    59.66
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 田中 秀路 関⻄学院高 高校 1    58.80
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 女子 予選 渡邊 莉咲 須磨学園 高校 1  4:28.75
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 男子 決勝 渡邉 隆世 ⻑  田 高校 3  1:02.76
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 男子 予選 渡邉 隆世 ⻑  田 高校 3  1:04.01
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 予選 渡邉 隆世 ⻑田 高校 3  2:18.26
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 男子 決勝 渡邉 隆世 ⻑田 高校 3  2:18.85
兵庫県中学校総合体育大会 バタフライ 200m 女子 決勝 藤井 咲羽 神・住吉 中学 1  2:21.36 
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 藤原 佳己 コナミ⻄宮 高校 1  8:26.93
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 400m 男子 タイム決勝 藤原 佳己 コナミ⻄宮 高校 1  4:03.63
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 藤原 佳己 コナミ⻄宮 高校 1  1:54.78
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 藤原 佳己 コナミ⻄宮 高校 1  1:56.21
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 男子 タイム決勝 藤原 佳己 コナミ⻄宮 高校 1  1:55.31 大会新
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 1500m 男子 タイム決勝 藤原 佳己 コナミ⻄宮 高校 1 16:16.66
兵庫県夏季公式記録会 自由形 400m 男子 タイム決勝 藤原 佳己 コナミ⻄宮 高校 1  4:02.29
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兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 400m 男子 タイム決勝 藤原 佳己 コナミ⻄宮 高校 1  4:03.01
兵庫県夏季公式記録会 自由形 200m 男子 タイム決勝 藤原 佳己 コナミ⻄宮 高校 1  1:55.53
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 藤原 佳己 報徳学園 高校 1  1:56.72
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 藤原 佳己 報徳学園 高校 1  1:53.63
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 藤原 佳己 報徳学園 高校 1  1:54.07
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 決勝 藤原 佳己 報徳学園 高校 1  3:59.06
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 予選 藤原 佳己 報徳学園 高校 1  1:54.73
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 男子 決勝 藤原 佳己 報徳学園 高校 1  1:54.35
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 400m 男子 予選 藤原 佳己 報徳学園 高校 1  4:02.80
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 決勝 藤澤 明輝 ⻑  田 高校 2  2:08.32
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 決勝 藤澤 明輝 ⻑  田 高校 2  2:04.72
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 決勝 藤澤 明輝 ⻑田 高校 2  2:07.96
近畿高等学校選手権水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 予選 藤澤 明輝 ⻑田 高校 2  2:04.83
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 予選 藤澤 明輝 ⻑田 高校 2  2:07.39
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 予選 藤澤 明輝 ｲﾄﾏﾝ⻄神⼾ 高校 2  2:05.31
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 200m 男子 決勝 藤澤 明輝 ｲﾄﾏﾝ⻄神⼾ 高校 2  2:04.80
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 男子 決勝 藤澤 明輝 ｲﾄﾏﾝ⻄神⼾ 高校 2  2:08.11
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 二宮 陽凪 イトマン神⼾ 高校 2  2:34.82
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 予選 二宮 陽凪 イトマン神⼾ 高校 2  1:11.43
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 決勝 二宮 陽凪 イトマン神⼾ 高校 2  1:11.30
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 二宮 陽凪 須磨学園 高校 2  2:31.26
近畿高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 二宮 陽凪 須磨学園 高校 2  2:32.11
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 決勝 二宮 陽凪 須磨学園 高校 2  2:31.97
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 決勝 二宮 陽凪 須磨学園 高校 2  1:11.67
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 平泳ぎ 200m 女子 予選 二宮 陽凪 須磨学園 高校 2  2:34.13
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6  2:12.81
兵庫県⻑水路水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6  1:11.19
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6  1:00.47
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6    59.88 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6  2:24.70
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 予選 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6  2:25.70
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 予選 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6    28.19
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6    27.87
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6  2:10.59 大会新
尼崎市⺠スポーツ祭水泳競技大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6    28.02 大会新
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 二杉 琉花 コナミ三田 小学 6  1:18.27
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競技会名 種目 距離 性別 予決 氏名 所属名称1 学種 学年 記録 新記録マーク
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 二杉 琉花 コナミ三田 CS 小学 6  1:01.73
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 200m 女子 予選 樋口 実紅 須磨学園 高校 2  2:17.95
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 200m 女子 決勝 樋口 実紅 須磨学園 高校 2  2:18.89
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 100m 女子 決勝 樋口 実紅 須磨学園 高校 2  1:04.14
近畿高等学校選手権水泳競技大会 背泳ぎ 200m 女子 決勝 樋口 実紅 須磨学園 高校 2  2:16.90
兵庫県夏季公式記録会 背泳ぎ 50m 男子 タイム決勝 福井 聡悟 イトマン⻄神 小学 5    32.78
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 福井 聡悟 イトマン⻄神 小学 5  1:13.61
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 予選 福井 聡悟 イトマン⻄神 小学 5    31.86
兵庫県⻑水路水泳競技大会 背泳ぎ 50m 男子 タイム決勝 福井 聡悟 イトマン⻄神 小学 5    32.48
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 50m 男子 予選 福井 聡悟 イトマン⻄神 小学 5    33.25
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 背泳ぎ 50m 男子 タイム決勝 福井 聡悟 イトマン⻄神 小学 5    32.51
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 50m 男子 決勝 福井 聡悟 イトマン⻄神 小学 5    33.24
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 福井 聡悟 イトマン⻄神 小学 5  1:12.31
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 背泳ぎ 50m 男子 タイム決勝 福井 聡悟 イトマン⻄神 C 小学 5    32.90
兵庫県夏季公式記録会 背泳ぎ 50m 男子 タイム決勝 福井 聡悟 イトマン⻄神 C 小学 5    33.40
兵庫県⻑水路水泳競技大会 背泳ぎ 50m 男子 タイム決勝 福井 聡悟 イトマン⻄神 C 小学 5    33.99
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 50m 男子 タイム決勝 福井 聡悟 イトマン⻄神 C 小学 5    33.45
兵庫県中学校総合体育大会 バタフライ 200m 男子 決勝 平井 優大 阪・武庫東 中学 2  2:09.15 全国新
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 女子 決勝 片山 珠里 神⼾野田 高校 3  2:03.92
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 片山 珠里 神⼾野田 高校 3    57.58
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 片山 珠里 神⼾野田 高校 3    57.58
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 片山 珠里 神⼾野田 高校 3    56.88 大会新
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 片山 珠里 神⼾野田 高校 3    57.39
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 女子 予選 片山 珠里 神⼾野田 高校 3  2:04.59
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 片山 珠里 ﾙﾈｻﾝｽ神⼾ 高校 3    26.42 大会新
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 片山 珠里 ﾙﾈｻﾝｽ神⼾ 高校 3    57.32 大会新
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 片山 珠里 ﾙﾈｻﾝｽ神⼾ 高校 3  2:05.06 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 予選 片山 珠里 ﾙﾈｻﾝｽ神⼾ 高校 3    26.73
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 片山 珠里 ﾙﾈｻﾝｽ神⼾ CS 高校 3    57.34
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 予選 堀内 直希 コナミ⻄宮 小学 6    30.17
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 男子 決勝 木下 誠覇 明石城⻄ 高校 1    24.16
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 男子 予選 木下 誠覇 明石城⻄ 高校 1    24.58
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 木村 陽香 コナミ⻄宮 高校 1    26.88
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 木村 陽香 コナミ⻄宮 高校 1  2:22.01
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 木村 陽香 コナミ⻄宮 高校 1    57.76
兵庫県夏季公式記録会 自由形 100m 女子 タイム決勝 木村 陽香 コナミ⻄宮 高校 1    57.73
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競技会名 種目 距離 性別 予決 氏名 所属名称1 学種 学年 記録 新記録マーク
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 木村 陽香 コナミ⻄宮 高校 1    57.50
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 木村 陽香 コナミ⻄宮 高校 1    57.82
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 木村 陽香 コナミ⻄宮 高校 1    26.69
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 木村 陽香 コナミ⻄宮 CS 高校 1    57.84
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 木村 陽香 コナミ⻄宮 CS 高校 1    58.17
阪神高校選手権水泳競技大会 自由形 50m 女子 タイム決勝 木村 陽香 関⻄学院 高校 1    26.65 大会新
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 女子 予選 木村 陽香 関⻄学院 高校 1    26.43
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 50m 女子 決勝 木村 陽香 関⻄学院 高校 1    26.31 大会新
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 木村 陽香 関⻄学院 高校 1  2:05.83
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 木村 陽香 関⻄学院 高校 1    58.67
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 木村 陽香 関⻄学院 高校 1    57.32
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 木村 陽香 関⻄学院高 高校 1    57.73
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 予選 木村 陽香 関⻄学院高 高校 1    57.85
兵庫県夏季公式記録会 平泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 野田 怜穏 須磨学園高校 高校 1  1:05.34
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 男子 決勝 野田 怜穏 須磨学園高校 高校 1  1:05.29
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 50m 女子 決勝 野邉 心彩 ＪＳＳ尼宝 小学 5    37.65
兵庫県夏季公式記録会 平泳ぎ 50m 女子 タイム決勝 野邉 心彩 ＪＳＳ尼宝 小学 5    37.30
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 50m 女子 予選 野邉 心彩 ＪＳＳ尼宝 小学 5    37.57
兵庫県⻑水路水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 タイム決勝 野邉 心彩 ＪＳＳ尼宝 小学 5  1:21.29
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 50m 女子 予選 和田 莉愛 ｲﾄﾏﾝ⻄神⼾ 小学 6    33.06
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 背泳ぎ 50m 女子 タイム決勝 和田 莉愛 ｲﾄﾏﾝ⻄神⼾ 小学 6    32.99
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 予選 澤野 莉子 イトマン神⼾ 高校 3  2:16.24 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 400m 女子 タイム決勝 澤野 莉子 イトマン神⼾ 高校 3  4:56.48
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 澤野 莉子 イトマン神⼾ 高校 3  2:16.46
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 100m 女子 タイム決勝 澤野 莉子 イトマン神⼾CS 高校 3    56.61
近畿高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 澤野 莉子 神⼾野田 高校 3    56.70
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 予選 澤野 莉子 神⼾野田 高校 3  2:15.85
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 女子 決勝 澤野 莉子 神⼾野田 高校 3  4:53.18
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 200m 女子 タイム決勝 澤野 莉子 神⼾野田 高校 3  2:02.83
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 澤野 莉子 神⼾野田 高校 3  2:16.10
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 予選 澤野 莉子 神⼾野田 高校 3  2:15.68 大会新
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 200m 女子 決勝 澤野 莉子 神⼾野田 高校 3  2:15.42
兵庫県高等学校選手権水泳競技大会 自由形 100m 女子 決勝 澤野 莉子 神⼾野田 高校 3    57.00
近畿高等学校選手権水泳競技大会 個人メドレー 400m 女子 決勝 澤野 莉子 神⼾野田 高校 3  4:50.38
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 背泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6  1:03.30 大会新
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 決勝 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6    28.15
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競技会名 種目 距離 性別 予決 氏名 所属名称1 学種 学年 記録 新記録マーク
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 決勝 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6  1:03.56 大会新
兵庫県⻑水路水泳競技大会 自由形 100m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6    59.44
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 100m 男子 予選 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6  1:03.87 大会新
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6  2:27.90
兵庫県ジュニアスイマーズミート春季大会 自由形 100m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6  1:00.11
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 50m 男子 決勝 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6    28.85
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 50m 男子 予選 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6    28.82 大会新
兵庫県夏季公式記録会 背泳ぎ 100m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6  1:03.68
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 バタフライ 50m 男子 予選 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6    28.05
兵庫県夏季公式記録会 個人メドレー 200m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6  2:29.07
兵庫県夏季公式記録会 バタフライ 50m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 小学 6    28.19
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 背泳ぎ 50m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 C 小学 6    28.98
兵庫県夏季公式記録会 背泳ぎ 50m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 C 小学 6    29.33
兵庫県夏季公式記録会 自由形 50m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 C 小学 6    26.66
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 自由形 50m 男子 タイム決勝 濱口  敬 コナミ東加古 C 小学 6    26.54
兵庫県中学校総合体育大会 自由形 800m 男子 タイム決勝 濱本 大智 中・夢前 中学 3  8:48.50 
兵庫県中学校総合体育大会 バタフライ 100m 男子 予選 德網 大星 神・太山寺 中学 3    57.50 全国新
神⼾市中学校総合体育大会 バタフライ 100m 男子 決勝 德網 大星 神・太山寺 中学 3    57.56
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 50m 女子 決勝 濵口 由昊 イトマン⻄宮 小学 6    36.76
兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会 平泳ぎ 100m 女子 決勝 濵口 由昊 イトマン⻄宮 小学 6  1:18.63
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