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男子 自由形　　　　   50m 近畿新人戦予選         26.70

 293 奥野　　幹 西舞鶴        高2    24.90 

 183 佐野　健太 京都外大西    高2    25.31 

  18 田中　陽大 東山          高1    25.38 

  14 西出　　更 東山          高2    25.67 

 126 髙栁　友弥 山城          高2    25.78 

 294 片岡　優斗 西舞鶴        高1    25.95 

 157 井上　楓真 立命館        高2    26.36 

 129 上島　郷史 山城          高1    26.41 

 256 中村　太一 京都両洋      高1    26.45 

  11 中川　慶哉 東山          高2    26.46 

  56 木戸　俊彰 京都文教      高1    26.48 

男子 自由形　　　　  100m 近畿新人戦予選         58.13

 274 塩川　瑛介 西城陽        高2    54.20 

 184 尾脇　璃音 京都外大西    高2    54.92 

 254 酒井　健伸 京都両洋      高1    55.64 

 255 中村　一斗 京都両洋      高1    56.12 

 130 山本　凌成 山城          高1    56.38 

 131 福井　風斗 山城          高1    56.67 

 272 谷口　翔哉 西城陽        高2    56.90 

 323 中道　大騎 日星          高1    57.81 

   5 井口建太朗 洛南          高1    57.84 

  55 杉山　竜盛 京都文教      高1    57.90 

男子 自由形　　　　  400m 近畿新人戦予選       4:26.18

 191 山本　凱星 京都外大西    高1  4:08.62 

 192 梶原　　将 京都外大西    高1  4:12.58 

  48 塚本　蒼麻 京都文教      高2  4:16.42 

 271 今村　幸樹 西城陽        高2  4:18.04 

   7 北川　　駿 洛南          高1  4:22.08 

 273 橋本　健吾 西城陽        高2  4:22.44 

  57 上中　富裕 京都文教      高1  4:22.76 

 132 松田　和馬 山城          高1  4:30.81 

男子 背泳ぎ　　　　   50m 近畿新人戦予選         29.68

 123 東　　侑玖 山城          高2    29.04 

 244 片山　輝昭 京都両洋      高2    30.11 

  78 池崎太一郎 西京          高2    31.35 

  80 松谷　和歩 西京          高2    31.95 

 165 牛越　勇登 立命館        高1    32.12 

  20 藤松　怜大 東山          高1    34.13 

  33 古仲　達貴 洛北          高2    34.37 

 253 下窪　陽平 京都両洋      高1    34.63 
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男子 背泳ぎ　　　　  100m 近畿新人戦予選       1:03.72

 187 林　　快斗 京都外大西    高2  1:00.69 

   2 稲多　蛍輝 洛南          高2  1:01.10 

   3 林　　大成 洛南          高1  1:03.63 

 278 高野　匠吾 西城陽        高1  1:04.71 

 194 吉水　尚樹 京都外大西    高1  1:06.79 

 258 竹村　大和 京都両洋      高1  1:12.47 

 135 上田　倫久 山城          高1  1:25.16 

 168 吉村　瑛希 立命館        高1  1:32.13 

男子 平泳ぎ　　　　   50m 近畿新人戦予選         32.85

 250 宇野　瑛二 京都両洋      高2    29.58 

 308 藤山　朋紀 京産大附属    高2    31.35 

 169 川野　航希 立命館        高1    31.73 

 161 小西　隆元 立命館        高2    31.86 

 152 山本　剛輝 洛東          高1    32.01 

  54 佐賀　太一 京都文教      高1    32.64 

 125 中村　朋希 山城          高2    33.02 

 114 尾﨑　寛朗 塔南          高2    34.05 

男子 平泳ぎ　　　　  100m 近畿新人戦予選       1:10.78

 318 和田　弦大 府立工業      高2  1:05.79 

   6 太田　壮優 洛南          高1  1:07.95 

  50 吉岡　龍志 京都文教      高2  1:08.73 

  52 奥田　　厳 京都文教      高1  1:09.32 

  29 渡邉　諒聖 洛星          高1  1:09.62 

  49 山本　信吾 京都文教      高2  1:10.08 

 319 小南　優希 京都共栄      高1  1:11.30 

 122 出雲　勇人 山城          高2  1:12.54 

男子 バタフライ　　   50m 近畿新人戦予選         27.97

   4 古橋　龍祐 洛南          高1    26.24 

 241 陌間　広大 京都両洋      高2    27.43 

 248 荘　　舜希 京都両洋      高2    28.74 

 175 砂野　　誠 京教大附属    高2    29.36 

  83 畑中　大地 西京          高2    29.60 

 113 橋本　　隼 塔南          高2    30.06 

 233 山川　楓太 紫野          高1    30.19 

  21 小野　太誠 東山          高1    30.24 

男子 バタフライ　　  100m 近畿新人戦予選       1:02.03

 304 高松　直仁 綾部          高1    59.28 

 120 細川　侑成 山城          高2    59.89 

 213 福井　航平 嵯峨野        高1  1:00.27 
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男子 バタフライ　　  100m 近畿新人戦予選       1:02.03

 162 中野　雄太 立命館        高1  1:00.58 

 160 倉橋　京也 立命館        高2  1:00.76 

 279 曽谷　朋矢 西城陽        高1  1:00.77 

   1 住友　俊介 洛南          高2  1:01.60 

 310 小谷　朋範 福知山成美    高1  1:01.70 

  58 竹井　　一 京都文教      高1  1:01.81 

  53 山口　智広 京都文教      高1  1:01.86 

男子 個人メドレー　  200m 近畿新人戦予選       2:20.04

 182 岡本　大雅 京都外大西    高2  2:12.87 

 295 井上　裕太 西舞鶴        高1  2:13.82 

 251 嶋田　光希 京都両洋      高2  2:16.09 

 159 山崎　寛人 立命館        高2  2:16.91 

 259 高田　雅登 京都両洋      高1  2:17.90 

  27 太田　浩紀 洛星          高1  2:18.74 

 277 山本　陸哉 西城陽        高1  2:20.17 

 193 梶原　　涼 京都外大西    高1  2:20.30 

男子 リレー　　　　  400m 近畿新人戦予選       3:58.52

  32 京都外大西 高校  3:36.68 

 191 山本　凱星 京都外大西    高1

 189 山元　悠叶 京都外大西    高2

 185 團　　頌太 京都外大西    高2

 184 尾脇　璃音 京都外大西    高2

   1 洛南 高校  3:43.62 

   6 太田　壮優 洛南          高1

   4 古橋　龍祐 洛南          高1

   3 林　　大成 洛南          高1

   2 稲多　蛍輝 洛南          高2

  48 西城陽 高校  3:44.86 

 274 塩川　瑛介 西城陽        高2

 273 橋本　健吾 西城陽        高2

 272 谷口　翔哉 西城陽        高2

 271 今村　幸樹 西城陽        高2

  23 山城 高校  3:45.11 

 131 福井　風斗 山城          高1

 130 山本　凌成 山城          高1

 126 髙栁　友弥 山城          高2

 120 細川　侑成 山城          高2

   3 東山 高校  3:48.94 

  18 田中　陽大 東山          高1

  14 西出　　更 東山          高2

  12 岩井　聡太 東山          高2
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男子 リレー　　　　  400m 近畿新人戦予選       3:58.52

  11 中川　慶哉 東山          高2

  44 京都両洋 高校  3:49.53 

 259 高田　雅登 京都両洋      高1

 255 中村　一斗 京都両洋      高1

 254 酒井　健伸 京都両洋      高1

 242 一瀬　　開 京都両洋      高2

  11 京都文教 高校  3:49.59 

  53 山口　智広 京都文教      高1

  51 大内田拓生 京都文教      高1

  49 山本　信吾 京都文教      高2

  48 塚本　蒼麻 京都文教      高2

  29 立命館 高校  3:52.27 

 162 中野　雄太 立命館        高1

 161 小西　隆元 立命館        高2

 160 倉橋　京也 立命館        高2

 157 井上　楓真 立命館        高2

  52 綾部 高校  3:54.57 

 304 高松　直仁 綾部          高1

 303 角谷　凌斗 綾部          高1

 300 新谷　律貴 綾部          高2

 298 西垣　貴博 綾部          高2

男子 メドレーリレー  400m 近畿新人戦予選       4:20.66

  33 京都外大西 高校  3:53.17 

 189 山元　悠叶 京都外大西    高2

 188 森　　圭佑 京都外大西    高2

 187 林　　快斗 京都外大西    高2

 185 團　　頌太 京都外大西    高2

   2 洛南 高校  4:03.08 

   6 太田　壮優 洛南          高1

   4 古橋　龍祐 洛南          高1

   3 林　　大成 洛南          高1

   2 稲多　蛍輝 洛南          高2

  45 京都両洋 高校  4:06.81 

 254 酒井　健伸 京都両洋      高1

 251 嶋田　光希 京都両洋      高2

 250 宇野　瑛二 京都両洋      高2

 248 荘　　舜希 京都両洋      高2

  24 山城 高校  4:09.51 

 126 髙栁　友弥 山城          高2

 123 東　　侑玖 山城          高2

 122 出雲　勇人 山城          高2

 120 細川　侑成 山城          高2
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男子 メドレーリレー  400m 近畿新人戦予選       4:20.66

  49 西城陽 高校  4:11.94 

 279 曽谷　朋矢 西城陽        高1

 278 高野　匠吾 西城陽        高1

 277 山本　陸哉 西城陽        高1

 274 塩川　瑛介 西城陽        高2

  30 立命館 高校  4:12.93 

 162 中野　雄太 立命館        高1

 160 倉橋　京也 立命館        高2

 159 山崎　寛人 立命館        高2

 157 井上　楓真 立命館        高2

  12 京都文教 高校  4:13.07 

  53 山口　智広 京都文教      高1

  50 吉岡　龍志 京都文教      高2

  49 山本　信吾 京都文教      高2

  48 塚本　蒼麻 京都文教      高2

  53 綾部 高校  4:26.73 

 304 高松　直仁 綾部          高1

 303 角谷　凌斗 綾部          高1

 300 新谷　律貴 綾部          高2

 298 西垣　貴博 綾部          高2

女子 自由形　　　　   50m 近畿新人戦予選         29.56

  63 古田奈津美 京都文教      高2    27.77 

 138 小島　奈々 山城          高2    27.82 

 143 加藤　玲那 山城          高1    29.23 

 236 上原　真歩 紫野          高2    29.90 

 144 大川　葉音 山城          高1    30.52 

 156 植田　咲希 洛東          高1    31.54 

 107 片岡　海璃 京都光華      高2    31.70 

  74 小西　幸音 京都文教      高1    31.91 

女子 自由形　　　　  100m 近畿新人戦予選       1:03.84

 283 辻　　薫乃 西城陽        高1    59.10 

  73 中島　海聖 京都文教      高1    59.83 

 281 岡村　夏代 西城陽        高2  1:02.07 

   8 中村　玉緒 洛南          高2  1:03.58 

 262 沖　しずく 京都両洋      高2  1:03.67 

  42 田中ひな子 洛北          高2  1:05.40 

 102 大嶋　菜々 西京          高1  1:11.16 

  64 槌原　彩菜 京都文教      高2  1:11.22 

女子 自由形　　　　  400m 近畿新人戦予選       4:47.00

  60 坂本　晴野 京都文教      高2  4:26.24 
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女子 自由形　　　　  400m 近畿新人戦予選       4:47.00

 196 竹田ひろか 京都外大西    高2  4:30.22 

 200 松下奈那香 京都外大西    高1  4:30.24 

   9 大槻　真愛 洛南          高1  4:37.72 

 284 武田　海都 西城陽        高1  4:46.23 

 224 岡原　真結 立命館宇治    高1  4:47.09 

  65 森治　穂波 京都文教      高2  4:59.14 

 306 足立　果穂 綾部          高1  4:59.30 

女子 背泳ぎ　　　　   50m 近畿新人戦予選         32.49

  23 青木　裕里 京都女子      高1    33.26 

 264 直田　春香 京都両洋      高1    33.81 

  61 酒井美沙祈 京都文教      高2    33.81 

 238 梶田美紗季 紫野          高1    34.07 

 142 三田村美雨 山城          高1    34.59 

  75 大川　萌里 堀川          高2    34.83 

  70 今瀧　紫帆 京都文教      高1    35.30 

 217 加納　里華 嵯峨野        高1    37.58 

女子 背泳ぎ　　　　  100m 近畿新人戦予選       1:09.43

 195 又木　愛紗 京都外大西    高2  1:04.36 

  72 及川　彩花 京都文教      高1  1:10.11 

 100 米田　風葉 西京          高2  1:10.93 

 266 小笠原美咲 京都両洋      高1  1:12.66 

 296 金子　未歩 西舞鶴        高2  1:13.78 

  97 石崎　千尋 西京          高2  1:47.40 

女子 平泳ぎ　　　　   50m 近畿新人戦予選         36.87

  59 平野　瑞歩 京都文教      高2    38.87 

 106 黒飛　沙紀 京都光華      高2    40.35 

  67 安原　比良 京都文教      高1    47.36 

女子 平泳ぎ　　　　  100m 近畿新人戦予選       1:18.96

 265 民秋　美優 京都両洋      高1  1:19.51 

 297 森兼　陽向 西舞鶴        高1  1:22.72 

 155 小松　　葵 洛東          高2  1:23.04 

 172 河内　菜美 立命館        高2  1:23.31 

 218 山内　　梓 嵯峨野        高1  1:24.28 

 307 村上　万歩 綾部          高1  1:24.29 

 261 茶屋　瑛菜 京都両洋      高2  1:25.06 

  68 岡部　華乃 京都文教      高1  1:29.41 

女子 バタフライ　　   50m 近畿新人戦予選         31.44

 139 奥田　彩良 山城          高2    30.47 
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女子 バタフライ　　   50m 近畿新人戦予選         31.44

 285 野瀬　理紗 田辺          高1    31.34 

 311 山本　　楓 福知山成美    高1    32.16 

 140 古閑　雪美 山城          高2    32.38 

 110 別所　七葉 京都光華      高2    33.28 

 108 稲本　絢子 京都光華      高2    34.75 

  41 西村　英恵 洛北          高2    36.52 

 313 髙橋　玲奈 福知山成美    高2    37.18 

女子 バタフライ　　  100m 近畿新人戦予選       1:08.78

 197 梅津　瑠華 京都外大西    高1  1:06.92 

 199 桜庭　佑梨 京都外大西    高1  1:08.21 

 282 小山　黎菜 西城陽        高1  1:08.22 

 322 竹中　知星 京都成章      高2  1:09.47 

 141 西田　　葵 山城          高1  1:10.27 

  62 藤井　　蘭 京都文教      高2  1:14.16 

女子 個人メドレー　  200m 近畿新人戦予選       2:33.71

 201 山岸　真尋 京都外大西    高1  2:25.57 

 267 松田　悠希 京都両洋      高1  2:29.96 

 263 桝本　仁奈 京都両洋      高2  2:30.81 

 198 田中千菜美 京都外大西    高1  2:32.92 

  69 永野日向子 京都文教      高1  2:35.85 

  99 岩佐茉亜子 西京          高2  3:13.61 

女子 リレー　　　　  400m 近畿新人戦予選       4:21.36

  34 京都外大西 高校  4:00.72 

 202 何澤　由衣 京都外大西    高1

 200 松下奈那香 京都外大西    高1

 196 竹田ひろか 京都外大西    高2

 195 又木　愛紗 京都外大西    高2

  13 京都文教 高校  4:05.21 

  73 中島　海聖 京都文教      高1

  69 永野日向子 京都文教      高1

  63 古田奈津美 京都文教      高2

  60 坂本　晴野 京都文教      高2

  50 西城陽 高校  4:13.12 

 284 武田　海都 西城陽        高1

 283 辻　　薫乃 西城陽        高1

 282 小山　黎菜 西城陽        高1

 281 岡村　夏代 西城陽        高2

  25 山城 高校  4:14.55 

 144 大川　葉音 山城          高1

 143 加藤　玲那 山城          高1
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女子 リレー　　　　  400m 近畿新人戦予選       4:21.36

 139 奥田　彩良 山城          高2

 138 小島　奈々 山城          高2

  46 京都両洋 高校  4:16.76 

 267 松田　悠希 京都両洋      高1

 265 民秋　美優 京都両洋      高1

 263 桝本　仁奈 京都両洋      高2

 262 沖　しずく 京都両洋      高2

   9 洛北 高校  4:36.26 

  45 瀬川　桃花 洛北          高2

  44 三宅　陽子 洛北          高2

  43 髙橋　直子 洛北          高2

  42 田中ひな子 洛北          高2

  19 京都光華 高校  4:40.71 

 110 別所　七葉 京都光華      高2

 108 稲本　絢子 京都光華      高2

 107 片岡　海璃 京都光華      高2

 106 黒飛　沙紀 京都光華      高2

  42 紫野 高校  4:45.49 

 239 橋詰　月季 紫野          高1

 238 梶田美紗季 紫野          高1

 236 上原　真歩 紫野          高2

 235 北澤　芽依 紫野          高2

女子 メドレーリレー  400m 近畿新人戦予選       4:47.01

  35 京都外大西 高校  4:28.34 

 202 何澤　由衣 京都外大西    高1

 201 山岸　真尋 京都外大西    高1

 196 竹田ひろか 京都外大西    高2

 195 又木　愛紗 京都外大西    高2

  14 京都文教 高校  4:35.60 

  73 中島　海聖 京都文教      高1

  72 及川　彩花 京都文教      高1

  63 古田奈津美 京都文教      高2

  60 坂本　晴野 京都文教      高2

  51 西城陽 高校  4:46.84 

 284 武田　海都 西城陽        高1

 283 辻　　薫乃 西城陽        高1

 282 小山　黎菜 西城陽        高1

 281 岡村　夏代 西城陽        高2

  26 山城 高校  4:48.91 

 145 西田　佑希 山城          高1

 143 加藤　玲那 山城          高1

 139 奥田　彩良 山城          高2
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女子 メドレーリレー  400m 近畿新人戦予選       4:47.01

 138 小島　奈々 山城          高2

  47 京都両洋 高校  4:49.10 

 267 松田　悠希 京都両洋      高1

 266 小笠原美咲 京都両洋      高1

 265 民秋　美優 京都両洋      高1

 262 沖　しずく 京都両洋      高2

  10 洛北 高校  5:16.12 

  45 瀬川　桃花 洛北          高2

  44 三宅　陽子 洛北          高2

  43 髙橋　直子 洛北          高2

  42 田中ひな子 洛北          高2

  18 西京 高校  5:19.36 

 103 戸出　紫巴 西京          高1

 102 大嶋　菜々 西京          高1

 100 米田　風葉 西京          高2

  99 岩佐茉亜子 西京          高2

  20 京都光華 高校  5:22.13 

 110 別所　七葉 京都光華      高2

 108 稲本　絢子 京都光華      高2

 107 片岡　海璃 京都光華      高2

 106 黒飛　沙紀 京都光華      高2


