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男子 自由形　　　　   50m 近畿新人戦予選         26.53

 239 衣笠　優一 京都両洋      高2    24.70 

 162 中西　挑遥 京教大附属    高1    25.04 

 122 材野　　司 山城          高1    25.23 

 238 柴垣　　優 京都両洋      高2    25.50 

 242 加治屋弦太 京都両洋      高2    25.58 

 177 冨田　　黎 京都外大西    高1    25.80 

  52 西川　弘晟 京都文教      高1    26.18 

 105 柏　　優成 山城          高2    26.26 

 160 櫻井　　舜 京教大附属    高2    26.32 

 108 鈴木　温大 山城          高2    26.38 

男子 自由形　　　　  100m 近畿新人戦予選         57.93

   1 川崎　甲斐 洛南          高2    53.19 

 171 山中　　廉 京都外大西    高2    55.38 

 107 道辻　勇太 山城          高2    55.81 

 110 小野　雄大 山城          高2    56.53 

 273 佐藤　由顕 西城陽        高2    56.97 

 300 常岡　直矢 福知山成美    高1    57.07 

  32 山下琳太郎 洛星          高1    57.43 

 175 吉田　州吾 京都外大西    高1    57.53 

男子 自由形　　　　  400m 近畿新人戦予選       4:25.90

 172 萩原　涼介 京都外大西    高2  4:04.24 

 173 中村　　仁 京都外大西    高2  4:06.49 

 176 橋本　和賢 京都外大西    高1  4:09.48 

 250 小梶　領真 京都両洋      高1  4:09.69 

 244 亀田　拓豊 京都両洋      高2  4:12.93 

   7 石塚　　温 洛南          高1  4:12.99 

  50 白鷺　　旭 京都文教      高2  4:16.07 

   3 大秦　惟文 洛南          高1  4:16.19 

 240 安井悠一郎 京都両洋      高2  4:18.62 

  54 倉田　　慧 京都文教      高1  4:21.54 

男子 背泳ぎ　　　　   50m 近畿新人戦予選         29.51

 163 宮川ガブリエル拓 京教大附属    高1    29.78 

  51 山内　利騎 京都文教      高1    31.06 

 227 片山　素晴 紫野          高1    31.64 

  26 福井　健介 東山          高1    31.88 

 310 木元　陽翔 南陽          高1    32.78 

  46 備前　京大 京都文教      高2    33.96 

 201 西川　　毅 嵯峨野        高2    35.35 

  34 豊田　　融 洛星          高1    35.59 
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男子 背泳ぎ　　　　  100m 近畿新人戦予選       1:03.42

   2 下家　快斗 洛南          高2  1:01.48 

 248 磯橋　和希 京都両洋      高1  1:02.50 

   6 中村　泰誠 洛南          高1  1:03.58 

 198 岸本　啓汰 嵯峨野        高2  1:04.19 

  69 望月　蒼太 堀川          高2  1:04.65 

  48 山脇　彩冬 京都文教      高2  1:05.43 

 243 長谷川慈恩 京都両洋      高2  1:06.17 

  77 二宮　樂人 西京          高2  1:06.74 

男子 平泳ぎ　　　　   50m 近畿新人戦予選         32.75

 103 藤井　佑多 山城          高2    30.65 

  36 佐藤　嘉邦 洛星          高1    32.63 

  18 大藤健太郎 東山          高2    32.96 

 245 安田　　崚 京都両洋      高2    33.06 

 298 安田　夏唯 福知山成美    高2    33.35 

 275 金城　一騎 西城陽        高1    33.66 

 161 村上　将梧 京教大附属    高2    33.73 

 247 伊藤　駿介 京都両洋      高1    33.94 

男子 平泳ぎ　　　　  100m 近畿新人戦予選       1:10.49

 297 豊山　就介 京産大附属    高1  1:05.12 

 249 嶋田　陽太 京都両洋      高1  1:07.28 

 181 辻本　祥大 京都外大西    高1  1:07.72 

 111 小野　真緒 山城          高2  1:09.29 

  30 石井　　歩 洛星          高2  1:09.57 

   4 高嶋　康生 洛南          高1  1:09.67 

 174 野村　恒海 京都外大西    高1  1:10.68 

  56 藤山　拓紀 京都文教      高1  1:11.10 

男子 バタフライ　　   50m 近畿新人戦予選         28.25

 104 速水　健杜 山城          高2    26.20 

 254 橋本侑季弥 京都両洋      高1    27.60 

 288 奥田　陽太 田辺          高1    27.82 

  71 大川　幹太 堀川          高1    28.07 

  23 坂　　潤和 東山          高1    28.84 

  31 青井　重範 洛星          高2    29.01 

  24 藤澤　陽己 東山          高1    29.11 

  39 小島　秀人 洛北          高2    30.10 

男子 バタフライ　　  100m 近畿新人戦予選       1:01.85

  47 下條　亨太 京都文教      高2    57.45 

   8 永井　悠介 洛南          高1    58.37 

 241 沼田　直大 京都両洋      高2    59.09 
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男子 バタフライ　　  100m 近畿新人戦予選       1:01.85

 179 團　　昴星 京都外大西    高1    59.51 

  73 岸野　壮真 東舞鶴        高1  1:01.42 

 178 田中　我空 京都外大西    高1  1:05.19 

 246 高田　奎佑 京都両洋      高1  1:05.34 

 204 美濃部玄喜 嵯峨野        高2  1:06.92 

男子 個人メドレー　  200m 近畿新人戦予選       2:19.58

 170 長牛　太佑 京都外大西    高2  2:07.30 

   5 田中　大雅 洛南          高1  2:12.05 

 146 岡崎　　耀 立命館        高2  2:13.88 

  70 山中　仁景 堀川          高1  2:14.73 

 180 東　　眞矢 京都外大西    高1  2:16.87 

 153 幸田　　崚 立命館        高1  2:21.85 

  37 落合　純大 洛星          高1  2:22.85 

 251 栢本　　陽 京都両洋      高1  2:24.57 

男子 リレー　　　　  400m 近畿新人戦予選       3:57.72

  31 京都外大西 高校  3:33.77 

 173 中村　　仁 京都外大西    高2

 172 萩原　涼介 京都外大西    高2

 171 山中　　廉 京都外大西    高2

 170 長牛　太佑 京都外大西    高2

   1 洛南 高校  3:37.82 

   8 永井　悠介 洛南          高1

   7 石塚　　温 洛南          高1

   5 田中　大雅 洛南          高1

   1 川崎　甲斐 洛南          高2

  39 京都両洋 高校  3:42.22 

 250 小梶　領真 京都両洋      高1

 241 沼田　直大 京都両洋      高2

 239 衣笠　優一 京都両洋      高2

 238 柴垣　　優 京都両洋      高2

  17 山城 高校  3:43.17 

 122 材野　　司 山城          高1

 110 小野　雄大 山城          高2

 107 道辻　勇太 山城          高2

 105 柏　　優成 山城          高2

   9 京都文教 高校  3:43.58 

  52 西川　弘晟 京都文教      高1

  50 白鷺　　旭 京都文教      高2

  49 山本　航希 京都文教      高2

  47 下條　亨太 京都文教      高2

   7 洛星 高校  3:55.25 
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男子 リレー　　　　  400m 近畿新人戦予選       3:57.72

  37 落合　純大 洛星          高1

  36 佐藤　嘉邦 洛星          高1

  32 山下琳太郎 洛星          高1

  30 石井　　歩 洛星          高2

  27 京教大附属 高校  3:58.87 

 165 小田　康介 京教大附属    高1

 163 宮川ガブリエル拓 京教大附属    高1

 162 中西　挑遥 京教大附属    高1

 160 櫻井　　舜 京教大附属    高2

  23 立命館 高校  3:59.34 

 153 幸田　　崚 立命館        高1

 150 山本　悠馬 立命館        高2

 149 片岡龍之介 立命館        高2

 146 岡崎　　耀 立命館        高2

男子 メドレーリレー  400m 近畿新人戦予選       4:19.69

  32 京都外大西 高校  3:58.55 

 181 辻本　祥大 京都外大西    高1

 179 團　　昴星 京都外大西    高1

 173 中村　　仁 京都外大西    高2

 170 長牛　太佑 京都外大西    高2

   2 洛南 高校  4:01.36 

   8 永井　悠介 洛南          高1

   4 高嶋　康生 洛南          高1

   2 下家　快斗 洛南          高2

   1 川崎　甲斐 洛南          高2

  40 京都両洋 高校  4:02.28 

 249 嶋田　陽太 京都両洋      高1

 248 磯橋　和希 京都両洋      高1

 241 沼田　直大 京都両洋      高2

 239 衣笠　優一 京都両洋      高2

  10 京都文教 高校  4:09.64 

  56 藤山　拓紀 京都文教      高1

  50 白鷺　　旭 京都文教      高2

  48 山脇　彩冬 京都文教      高2

  47 下條　亨太 京都文教      高2

  18 山城 高校  4:10.72 

 122 材野　　司 山城          高1

 107 道辻　勇太 山城          高2

 104 速水　健杜 山城          高2

 103 藤井　佑多 山城          高2

   8 洛星 高校  4:19.58 

  37 落合　純大 洛星          高1
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男子 メドレーリレー  400m 近畿新人戦予選       4:19.69

  32 山下琳太郎 洛星          高1

  31 青井　重範 洛星          高2

  30 石井　　歩 洛星          高2

  28 京教大附属 高校  4:24.25 

 163 宮川ガブリエル拓 京教大附属    高1

 162 中西　挑遥 京教大附属    高1

 161 村上　将梧 京教大附属    高2

 160 櫻井　　舜 京教大附属    高2

  24 立命館 高校  4:26.97 

 153 幸田　　崚 立命館        高1

 150 山本　悠馬 立命館        高2

 149 片岡龍之介 立命館        高2

 146 岡崎　　耀 立命館        高2

女子 自由形　　　　   50m 近畿新人戦予選         29.47

 188 青木　尚子 京都外大西    高2    26.80 

 283 中原　涼花 西城陽        高1    28.31 

  65 中村　　椿 京都文教      高1    28.57 

 155 沖野　光希 立命館        高2    28.63 

 256 木佐貫　夢 京都両洋      高2    28.99 

  94 松本　早織 西京          高1    29.15 

  72 中村まなみ 堀川          高1    30.49 

 130 瀧内　花音 山城          高1    31.71 

女子 自由形　　　　  100m 近畿新人戦予選       1:03.79

 195 諸橋　光咲 京都外大西    高1    58.75 

 192 奥村　紗代 京都外大西    高2    59.16 

 281 永井　雪音 西城陽        高2  1:02.35 

 129 菅生　明愛 山城          高1  1:03.18 

 304 中野　咲花 福知山成美    高1  1:03.43 

 260 梅村　陽世 京都両洋      高1  1:03.88 

 277 松村　有莉 西城陽        高2  1:04.24 

 100 川副　理子 塔南          高1  1:05.61 

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

 182 山本こゆき 京都外大西    高2  4:21.29 

 189 白瀧和霞葉 京都外大西    高2  4:25.46 

 279 西村　晴希 西城陽        高2  4:35.02 

 193 山本　和葉 京都外大西    高1  4:36.97 

 276 福田　莉子 西城陽        高2  4:38.48 

  68 家永　柊子 京都文教      高1  4:46.62 

 285 井上千賀子 西城陽        高1  4:47.72 

 262 中谷　紗雪 京都両洋      高1  5:00.54 
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女子 背泳ぎ　　　　   50m 近畿新人戦予選         32.49

 191 髙嶋　愛菜 京都外大西    高2    31.28 

  60 稲多　夢朱 京都文教      高2    31.62 

 278 澤井　夏海 西城陽        高2    35.65 

 261 糀谷　紗奈 京都両洋      高1    36.01 

 213 吉川　奈那 嵯峨野        高2    36.21 

 127 中橋　　葵 山城          高2    37.12 

 305 上田　帆夏 福知山成美    高1    39.64 

 280 越智　遥菜 西城陽        高2    39.70 

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

 185 渡会　円香 京都外大西    高2  1:02.77 

 303 吉田　亜未 福知山成美    高2  1:07.33 

 131 井上　優衣 山城          高1  1:08.38 

  64 大野　幸咲 京都文教      高1  1:10.05 

 126 田崎　愛実 山城          高2  1:12.00 

 286 山中　柚南 西城陽        高1  1:12.35 

  67 中條　和葉 京都文教      高1  1:13.06 

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

 220 足立　優衣 立命館宇治    高1    35.17 

 183 岡村　綾乃 京都外大西    高2    37.00 

 128 車田三紗都 山城          高1    37.16 

 307 櫻井野乃花 宮津          高2    37.43 

 166 佐藤　穂佳 京教大附属    高2    37.59 

 123 中島　杏果 山城          高2    37.78 

  93 長谷川貴子 西京          高1    37.87 

  90 江口あすか 西京          高2    38.29 

女子 平泳ぎ　　　　  100m 近畿新人戦予選       1:18.84

  10 黒飛　茉里 洛南          高1  1:16.42 

 292 山﨑穂乃花 西舞鶴        高1  1:18.00 

 168 古田　藍夏 京教大附属    高1  1:18.96 

  63 波嶌　敏未 京都文教      高2  1:19.97 

 291 三宅　悠理 久御山        高2  1:21.54 

 211 森花　来未 嵯峨野        高2  1:26.99 

 145 中村　紗季 洛東          高1  1:28.94 

 156 岩元　七穂 立命館        高1  1:33.73 

女子 バタフライ　　   50m 近畿新人戦予選         31.34

 289 山下三衣奈 田辺          高2    31.84 

 270 下野いろは 京都聖母学院  高1    33.20 

 101 古関　　想 塔南          高1    33.48 

 302 木舩　梨妙 福知山成美    高2    34.09 
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女子 バタフライ　　   50m 近畿新人戦予選         31.34

 167 秋山　彩葉 京教大附属    高2    34.30 

  29 前川ことこ 京都女子      高1    35.07 

 266 桶谷　咲希 京都聖母学院  高2    38.66 

  99 西井　明愛 塔南          高2    39.51 

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

  11 奥園　優光 洛南          高1  1:04.46 

   9 川中　裕愛 洛南          高2  1:06.34 

  66 金田　心愛 京都文教      高1  1:06.75 

 190 吉田　　菫 京都外大西    高2  1:06.80 

 196 滝井　萌加 京都外大西    高1  1:06.81 

 295 上原　　友 綾部          高2  1:08.25 

 257 池田　華奈 京都両洋      高2  1:08.64 

 219 宮﨑　円華 立命館宇治    高2  1:23.82 

女子 個人メドレー　  200m 近畿新人戦予選       2:33.62

 194 八木　詩歩 京都外大西    高1  2:21.63 

 184 宮本　優海 京都外大西    高2  2:23.44 

 124 小野ひなた 山城          高2  2:27.62 

  12 山本ちひろ 洛南          高1  2:27.63 

 186 桑原帆ノ歌 京都外大西    高2  2:31.88 

 258 加藤　若菜 京都両洋      高2  2:32.30 

 282 安原　希泉 西城陽        高1  2:32.51 

 284 田中　李奈 西城陽        高1  2:40.47 

女子 リレー　　　　  400m 近畿新人戦予選       4:21.16

  33 京都外大西 高校  4:02.17 

 196 滝井　萌加 京都外大西    高1

 193 山本　和葉 京都外大西    高1

 191 髙嶋　愛菜 京都外大西    高2

 182 山本こゆき 京都外大西    高2

  11 京都文教 高校  4:07.92 

  68 家永　柊子 京都文教      高1

  66 金田　心愛 京都文教      高1

  65 中村　　椿 京都文教      高1

  60 稲多　夢朱 京都文教      高2

  45 西城陽 高校  4:08.27 

 283 中原　涼花 西城陽        高1

 279 西村　晴希 西城陽        高2

 277 松村　有莉 西城陽        高2

 276 福田　莉子 西城陽        高2

   3 洛南 高校  4:13.25 

  12 山本ちひろ 洛南          高1
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女子 リレー　　　　  400m 近畿新人戦予選       4:21.16

  11 奥園　優光 洛南          高1

  10 黒飛　茉里 洛南          高1

   9 川中　裕愛 洛南          高2

  41 京都両洋 高校  4:13.53 

 260 梅村　陽世 京都両洋      高1

 258 加藤　若菜 京都両洋      高2

 257 池田　華奈 京都両洋      高2

 256 木佐貫　夢 京都両洋      高2

  19 山城 高校  4:14.58 

 132 長澤　麗加 山城          高1

 131 井上　優衣 山城          高1

 129 菅生　明愛 山城          高1

 124 小野ひなた 山城          高2

  15 西京 高校  4:29.14 

  95 板東真裕子 西京          高1

  94 松本　早織 西京          高1

  93 長谷川貴子 西京          高1

  90 江口あすか 西京          高2

  49 福知山成美 高校  4:29.92 

 305 上田　帆夏 福知山成美    高1

 304 中野　咲花 福知山成美    高1

 303 吉田　亜未 福知山成美    高2

 302 木舩　梨妙 福知山成美    高2

女子 メドレーリレー  400m 近畿新人戦予選       4:46.84

  34 京都外大西 高校  4:24.58 

 194 八木　詩歩 京都外大西    高1

 192 奥村　紗代 京都外大西    高2

 191 髙嶋　愛菜 京都外大西    高2

 182 山本こゆき 京都外大西    高2

   4 洛南 高校  4:34.41 

  12 山本ちひろ 洛南          高1

  11 奥園　優光 洛南          高1

  10 黒飛　茉里 洛南          高1

   9 川中　裕愛 洛南          高2

  12 京都文教 高校  4:36.29 

  66 金田　心愛 京都文教      高1

  64 大野　幸咲 京都文教      高1

  63 波嶌　敏未 京都文教      高2

  60 稲多　夢朱 京都文教      高2

  20 山城 高校  4:41.90 

 131 井上　優衣 山城          高1

 129 菅生　明愛 山城          高1



第58回京都府高等学校水泳競技新人大会              

                                                  

京都アクアリーナ  

Page    9

標準記録突破者一覧
判定対象   1/100秒まで

上位8名

登録No 氏名（チーム名） 所属名 学校 記録 対象

2019/09/21 15:53:52 SEIKO Swimming Results System

女子 メドレーリレー  400m 近畿新人戦予選       4:46.84

 124 小野ひなた 山城          高2

 123 中島　杏果 山城          高2

  46 西城陽 高校  4:44.31 

 286 山中　柚南 西城陽        高1

 285 井上千賀子 西城陽        高1

 283 中原　涼花 西城陽        高1

 279 西村　晴希 西城陽        高2

  42 京都両洋 高校  4:48.24 

 260 梅村　陽世 京都両洋      高1

 258 加藤　若菜 京都両洋      高2

 257 池田　華奈 京都両洋      高2

 256 木佐貫　夢 京都両洋      高2

  16 西京 高校  5:04.55 

  95 板東真裕子 西京          高1

  94 松本　早織 西京          高1

  93 長谷川貴子 西京          高1

  90 江口あすか 西京          高2

  50 福知山成美 高校  5:05.80 

 305 上田　帆夏 福知山成美    高1

 304 中野　咲花 福知山成美    高1

 303 吉田　亜未 福知山成美    高2

 302 木舩　梨妙 福知山成美    高2


