
自由形   50m

大会新 大会新

自由形  100m

(同8位)

自由形  200m

大会新

自由形  400m

大会新

自由形 1500m

背泳ぎ  100m

背泳ぎ  200m

平泳ぎ  100m

平泳ぎ  200m

バタフライ  100m

バタフライ  200m

個人メドレー  200m

個人メドレー  400m

フリーリレー 4×100m

大会新

フリーリレー 4×200m

大会新

メドレーリレー 4×100m

大会新

125点 95点 88点 62点 62点 41点 41点 29点

濱野 瑠亜(高3)・小川 雄大(高3)

大  阪・桃山学院

タイム決勝

タイム決勝

タイム決勝

 1:00.01

【開催場所】

石塚  温 京  都･洛  南・高3

大  阪･関大北陽

 1:54.47  1:54.64

 3:53.52 3:52.47

兵  庫･須磨学園

宇野  陸(高3)・高木  陸(高2) 清水 歩空(高3)・小池 貴之(高1)

 3:48.08

中村  元(高3)・金谷  駿(高1)

大  阪・大体大浪商 兵  庫・報徳学園 兵  庫・須磨学園

兵  庫･市  川

 2:23.19

 2:05.02

桑島 崚介 大  阪･関大北陽・高2

上根 秀斗 兵  庫･須磨学園・高2

男子総合成績 大  阪・関大北陽 京  都・洛  南 大  阪・近畿大附大  阪・太成学院大高

小池 貴之(高1)・重塚  笙(高3)

杉山 優希(高3)・厚田樹仁斗(高3)

大  阪･桃山学院 大  阪･大体大浪商

   58.80

 3:51.97

兵  庫･報徳学園

 3:48.30

徳田 爽人(高2)・木村 瞬弥(高1)

永井 悠介(高3)・石塚  温(高3) 倉橋 宙史(高3)・森田 遥大(高3)

前田 駿太(高3)・菅野 広大(高2)

 1:54.23

大  阪･近畿大附

宮田 一佐(高1)・大日向海斗(高3) 橋本 和賢(高3)・福田 皓大(高2)

 1:00.92

 7:39.64  7:39.67  7:40.37  7:43.71

 1:53.03

大  阪･太成学院大高

大  阪･太成学院大高 京  都･洛  南 兵  庫･報徳学園 大  阪･桃山学院 大  阪･近畿大附

杉山 優希(高3)・佐藤 佑亮(高1)

大  阪･桃山学院 兵  庫･報徳学園

大  阪･太成学院大高・高3 大山 圭翔

前田 大輝 大  阪･桃山学院・高3

 4:22.97  4:23.32

   56.78

兵  庫･須磨学園・高2

 2:01.11  2:02.82

 2:05.40

   56.77

 4:28.60  4:33.96

大  阪･近畿大附・高3

三浦 圭人 大  阪･桃山学院・高3小池 貴之 兵  庫･報徳学園・高1 永井 悠介 京  都･洛  南・高3

   54.62    55.61

山口 哩駈 大  阪･桃山学院・高1

 2:00.25

 2:02.83  2:08.81 2:05.73  2:05.74

中村  元

 4:35.54

金谷  駿 兵  庫･報徳学園・高1ユジョン ビン 加登 結翔

大  阪･太成学院大高・高3 清水 歩空 兵  庫･報徳学園・高3

 4:25.93

竹内 慶悟 兵  庫･報徳学園・高1

   55.82    55.84

 2:21.58

 2:04.87

團  昴星

大  阪･近畿大附・高1

加藤 大喜 中川 凌太 大  阪･桃山学院・高2 今中 万裕 大  阪･初芝立命館・高3

大  阪･近畿大附・高3 菅野 広大 兵  庫･須磨学園・高2

大  阪･桃山学院・高2 清水 歩空

 1:53.06  1:54.85

大  阪･太成学院大高・高3 兵  庫･明 石 北・高3 松井 一真 奈  良･天  理・高3

 1:52.90

大  阪･太成学院大高・高3 重藤 流世

杉山 優希

   52.20

大  阪･大体大浪商・高3 宇野  陸

兵  庫･報徳学園・高3

   51.55    51.74

今村 圭吾

   57.31    58.51

京  都･洛  南・高3

大  阪･大体大浪商・高3 中村  元 大  阪･近畿大附・高3 辻  大輝

 3:55.04  3:58.80

兵  庫･明 石 南・高3 小東 真皓 大  阪･四條畷学園・高1

15:41.82 15:45.61

 4:00.18

 1:51.56
大  阪･同志社香里・高3

奈  良･天  理・高3

林  大輝

佐藤 佑亮

高木  陸 大  阪･太成学院大高・高2大  阪･桃山学院・高2 橋本 和賢

大  阪･太成学院大高・高1

 1:51.75  1:52.18  1:52.53

三光 哲平

村上 汰晟 兵  庫･明 石 南・高3

   54.09

村上 汰晟

豊山 就介

 4:21.05

大  阪･大体大浪商

 3:26.50
細川  碧(高1)・木下 翔真(高3)

小寺 一成(高2)・善野  颯(高3)

大  阪･大体大浪商

決勝

決勝

決勝

 2:15.04

   52.55    53.20    52.37    52.04    52.64

田中 大雅(高3)・石塚  温(高3)

 7:34.03

中村  元(高3)・金谷  駿(高1) 森本 耕太(高1)・宇野 舜哉(高1) 渡辺  隆(高3)・辻岡  翼(高3)

 7:30.39

桑島 崚介(高2)・柿木奏之介(高2) 北村 峻聖(高3)・大平 理登(高3)

 1:53.81

印南澄空斗(高3)・今村 圭吾(高3)

小池 貴之(高1)・清水 歩空(高3) 宮田 一佐(高1)・大日向海斗(高3) 重藤 流世(高2)・小東 真皓(高1) 柿木奏之介(高2)・桑島 崚介(高2)

 3:31.93  3:32.36  3:32.76  3:33.56

丸山 碧斗(高2)・徳田 爽人(高2)

小寺 一成(高2)・善野  颯(高3)

   53.02

 3:27.95  3:29.47  3:31.06

第75回近畿高等学校選手権水泳競技大会

2位 3位 4位

大  阪･同志社香里・高3

 1:49.62

重藤 流世 大  阪･四條畷学園・高2

   23.13

15:36.01

1位

   50.88

林  大輝 善野  颯

第89回日本高等学校選手権水泳競技大会近畿ブロック予

大  阪･大体大浪商・高3 柿木奏之介 大  阪･関大北陽・高2 佐藤 佑亮

   23.23    23.77    24.05

木下 翔真 大  阪･太成学院大高・高1

大  阪･大体大浪商・高3 木下 翔真

今村 圭吾

大  阪･大体大浪商・高3

   51.09    51.49

 2:17.82

 2:06.65

小峯 輝羅

 2:02.77  2:03.52  2:03.76  2:06.47

大  阪･建  国・高3

5位 6位

京  都･京教大附・高3 北井 志宜

   24.23

兵  庫･市  川・高3 高嶋 悠雅 大  阪･桃山学院・高1

   24.08    24.17

石塚  温

杉山 優希

大  阪･関大北陽・高3

   56.22

大  阪･大体大浪商・高3

 3:54.41

中山  響 和歌山･星  林・高2

善野  颯

岩住宏一郎

 3:59.43

   56.60    57.07

   56.10    57.92    59.11

京  都･京産大附・高3 大蔵 礼生 奈  良･天  理・高2

 2:20.84

 2:04.40

渡辺 隆世

決勝

北村 峻聖 兵  庫･須磨学園・高3

 2:02.74

 2:14.94

高木  陸 大  阪･太成学院大高・高2

山口 秀哉 大  阪･太成学院大高・高3

 1:02.46

菅野 広大 兵  庫･須磨学園・高2

山口 秀哉 大  阪･太成学院大高・高3 木村 瞬弥 大  阪･桃山学院・高1 眞木 天翔

兵  庫･報徳学園・高3京  都･京産大附・高3

宇野  陸 大  阪･太成学院大高・高3

 1:59.18

池田 雅哉

決勝

 2:07.80  2:09.60  2:09.91  2:10.12

小池 貴之 兵  庫･報徳学園・高1 永井 悠介 京  都･洛  南・高3 山田 啓史 大  阪･太成学院大高・高2 三浦 圭人 大  阪･桃山学院・高3 桑島 崚介 大  阪･関大北陽・高2 大  阪･大体大浪商・高2 團  昴星

豊山 就介

 4:38.00

 1:02.57  1:02.92  1:03.30  1:03.65
大  阪･桃山学院・高3

   55.99

 1:02.48

 2:02.99

 2:16.39  2:16.58

重塚  笙

   57.71

中村 泰誠(高3)・森谷 郁海(高2)

 7:47.32

兵  庫･須磨学園

   52.58    53.19

重藤 流世(高2)・小東 真皓(高1)

大  阪･四條畷学園

高木  陸(高2)・宇野  陸(高3) 坂本 岳久(高2)・永井 悠介(高3) 左脇 弘大(高1)・松田 悠里(高2)

大  阪･関大北陽

佐藤 佑亮(高1)・神園 航平(高2)

竹内  隼(高3)・清水 歩空(高3)

大  阪･大体大浪商・高1

大  阪･四條畷学園・高2 洲﨑 透真 兵  庫･兵  庫・高1

大  阪･太成学院大高・高2

和田晃太朗

 2:09.19

山本 頼知 兵  庫･龍 野 北・高1

 1:03.69  1:04.80

   57.61

大  阪･四條畷学園

 3:44.91

加登 結翔(高1)・吉武勇太朗(高3) 小峯 輝羅(高2)・前田 駿太(高3)

小東 真皓 大  阪･四條畷学園・高1 三光 哲平

細川  碧

大  阪･関大北陽・高3 前田 駿太 兵  庫･須磨学園・高3

神園 航平 大  阪･太成学院大高・高2 大日向海斗

北村 峻聖 兵  庫･須磨学園・高3 小峯 輝羅 兵  庫･須磨学園・高2 木村 瞬弥 大  阪･桃山学院・高1

山田 啓史 大  阪･太成学院大高・高2

 4:01.78  4:03.30

金谷  駿 大  阪･近畿大附・高1

15:56.84
大  阪･桃山学院・高2 中道 季敬前田 駿太 兵  庫･須磨学園・高3 加藤 大喜 大  阪･桜  宮・高3

大  阪･太成学院大高・高2 橋本 和賢

15:57.25 15:59.74

大  阪･桃山学院・高3

高須 葉一

加登 結翔 兵  庫･報徳学園・高1

   59.30    59.80

大  阪･桃山学院・高3

15:49.91 15:54.19

中川 凌太

大  阪･太成学院大高

 7:35.34

 1:01.42

山田 啓史(高2)・宇野  陸(高3)

 1:53.07  1:52.97

 3:50.96

北村 峻聖(高3)・松村 駿佑(高1)

 1:57.00

酒井  翼(高2)・團  昴星(高3) 森本 耕太(高1)・宇野 舜哉(高1)

 3:54.87

京  都･洛  南

山口 哩駈 大  阪･桃山学院・高1

決勝

決勝

決勝

決勝

決勝

決勝

決勝

タイム決勝

(男子の部) 開催日
京都アクアリーナ

7位 8位

   24.24

   52.08    52.11

松村 駿佑 兵  庫･須磨学園・高1

   52.20

大  阪･太成学院大高・高1

 4:01.67

神園 航平 大  阪･太成学院大高・高2

新谷 好喜 大  阪･太成学院大高・高3

渡辺 隆世
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自由形   50m

大会新

自由形  100m

自由形  200m

自由形  400m

自由形  800m

背泳ぎ  100m

背泳ぎ  200m

平泳ぎ  100m

平泳ぎ  200m

大会新

バタフライ  100m

大会新

バタフライ  200m

個人メドレー  200m

個人メドレー  400m

フリーリレー 4×100m

フリーリレー 4×200m

大会新

メドレーリレー 4×100m

125点 111点 95点 73点 72点 60点 21点 20点

決勝

決勝

決勝

決勝

決勝

決勝

藤本  穏 大  阪･四條畷学園・高2 宇野 莉奈 岡田 結良大  阪･太成学院大高・高3

決勝

決勝

決勝

兵  庫･須磨学園・高2

 1:04.92  1:05.24  1:05.76  1:06.18

滋  賀･草 津 東・高3 城 由莉亜 大  阪･近畿大附・高3

松野仁衣奈 兵  庫･須磨学園・高3 浅尾萌々香

 4:25.67

大  阪･岸和田・高2

   58.69

澤野 莉子

決勝

【開催場所】

杉山わか菜(高3)・宇野 莉奈(高3) 森田 美友(高2)・吉田 芽生(高2) 宮崎いぶき(高2)・片山 珠里(高2) 前田 結衣(高1)・武田とぼり(高2)

 4:20.15
弘中 花音(高1)・鍵本 彩夏(高2) 大石 奈穂(高2)・田村 美和(高2) 小島明日香(高3)・篠原  葵(高1)

 4:13.64 4:13.33

藤本  穏(高2)・大嶋 千桜(高1)

決勝

タイム決勝

(女子の部) 開催日第89回日本高等学校選手権水泳競技大会近畿ブロック予 京都アクアリーナ

決勝

杉山菜々美(高2)・曽我部菜々(高2) 前川 瑠楓(高3)・藤澤依里子(高3) 中澤  葵(高2)・松本 悠里(高1)

滋  賀・草 津 東

大  阪･太成学院大高 兵  庫･須磨学園

 1:06.42

渡邊ひまり(高2)・佐々木このみ(高3) 瀧本真由佳(高3)・南  緩菜(高1)

 4:20.47

滋  賀･草 津 東 大  阪･関大北陽

大  阪･羽衣学園

   57.34    57.24

松田 彩花(高1)・小野 春花(高1)

大  阪･太成学院大高

 3:58.50

 1:05.89

大  阪・太成学院大高 大  阪・関大北陽女子総合成績 大  阪・四條畷学園 大  阪・近畿大附 兵  庫・須磨学園

大嶋 千桜(高1)・弘中 花音(高1)

 3:49.28  3:50.75

大  阪･四條畷学園 大  阪･近畿大附

   56.24    57.33

武田とぼり(高2)・諸橋 光咲(高3)

吉井萌萌花(高2)・梅木 陽向(高2)

 1:04.10  1:04.81  1:04.22  1:05.27

   56.95    57.80

 4:15.13  4:16.45  4:19.61

 3:55.45  3:57.40
仙坊 芽愛(高3)・橋本 琴美(高2)

山本 和葉(高3)・滝井 萌加(高3)

 3:52.86

大  阪･四條畷学園 大  阪･近畿大附

 4:11.44

松野仁衣奈(高3)・吉田 芽生(高2)

松本 悠里(高1)・森田 美友(高2)

 8:12.24  8:15.83  8:22.74  8:23.98  8:35.59  8:36.48

弘中 花音(高1)・梶本 一花(高3) 曽我部菜々(高2)・梅木 陽向(高2) 板谷 紗瑛(高1)・澤野 莉子(高2) 山本 和葉(高3)・武田とぼり(高2) 坂口理彩子(高1)・森田 美友(高2) 小野 春花(高1)・平野 璃桜(高1)

津隈 由子(高3)・橋本 風夏(高3)澤野 莉子(高2)・板谷 紗瑛(高1)

三浦 彩花 和歌山･橋  本・高2前田 結衣 渡邊ひまり 滋  賀･草 津 東・高2

 2:15.58  2:18.76  2:21.23

澤野 莉子

兵  庫･須磨学園 大  阪･大体大浪商

瀧本真由佳 大  阪･関大北陽・高3

 2:10.07  2:13.79

藤本  穏

大  阪･近畿大附・高2

 1:09.71

大  阪･四條畷学園・高2

八木 詩歩 前田 結衣 三浦 彩花 和歌山･橋  本・高2 渡邊ひまり 滋  賀･草 津 東・高2

杉山わか菜 大  阪･太成学院大高・高3

 2:18.43

森田 美友 兵  庫･須磨学園・高2 三原梨紗子

兵  庫･須磨学園・高3松本 悠里 兵  庫･須磨学園・高1 小阪 愛音

宇野 莉奈 大  阪･太成学院大高・高3 大  阪･四條畷学園・高2 榎本 真乙 和歌山･粉  河・高2

   59.75

霜中 優希 大  阪･関大北陽・高3 岡信 結奈 大  阪･近畿大附・高2

 2:16.62  2:17.68

 2:06.61

 4:26.73

中嶌 楓花 津隈 由子 大  阪･羽衣学園・高3

 2:03.55  2:03.83

滝井 萌加

 4:22.15 4:22.02

 2:29.57  2:30.10

 4:14.52

奥園 心咲

 2:26.82  2:28.91

曽我部菜々

大  阪･関大北陽・高1

 9:06.73  9:07.18  9:07.93

金谷伊沙優 京  都･立命館宇治・高2 坂口理彩子 兵  庫･須磨学園・高1松本  涼 兵  庫･須磨学園・高3 瀬賀 映佳 大  阪･関大北陽・高3

大  阪･四條畷学園・高3片山 珠里

浅尾萌々香 橋本夏菜恵

   26.18    26.19    26.54

橋本夏菜恵 中村 百恵大  阪･近畿大附・高2 濱野 美海 和歌山･田  辺・高1 吉田 芽生梅木 陽向

梅木 陽向 大  阪･近畿大附・高2奥園 心咲 京  都･立命館宇治・高1 津隈 由子 大  阪･羽衣学園・高3 久野日菜乃 大  阪･岸和田・高2

京  都･立命館宇治・高1 久野日菜乃

 2:01.43  2:02.48  2:02.75

兵  庫･須磨学園・高2

   57.00    57.07    57.31    57.71    57.98    58.43

杉山わか菜 大  阪･太成学院大高・高3 井上乃絵留 大  阪･常翔学園・高3

二宮 陽凪 兵  庫･須磨学園・高1

武田とぼり

 2:33.32

小島明日香

 2:05.05

中澤  葵 兵  庫･須磨学園・高2

 9:04.88

松野仁衣奈 兵  庫･須磨学園・高3

鍵本 彩夏

 2:18.75

二宮 陽凪

 1:01.92  1:02.25  1:02.75  1:03.31

滝井 萌加 中嶌 楓花

 2:33.40

大  阪･近畿大附・高2

 2:19.69  2:21.30  2:21.39

大仲 摩耶 大  阪･羽衣学園・高2 宮崎 未優 京  都･京教大附・高1

兵  庫･須磨学園・高1

鍵本 彩夏 大  阪･四條畷学園・高2

大嶋 千桜 大  阪･四條畷学園・高1 大  阪･四條畷学園・高2 武田とぼり 吉田 芽生

   26.55    26.67    27.09    27.11

濱野 美海 和歌山･田  辺・高1 兵  庫･姫路商業・高1

5位

兵  庫･須磨学園・高2 片山 珠里

6位 7位

木下 妃魚 大  阪･大体大浪商・高1

8位1位

 4:14.12

   25.82

 2:01.05

梶本 一花 大  阪･四條畷学園・高3

梶本 一花 大  阪･四條畷学園・高3

 8:44.54

   56.64

吉井萌萌花

 1:04.55  1:04.81

田積帆乃果 大  阪･近畿大附・高2

 1:03.70

前川 瑠楓 大  阪･太成学院大高・高3

田積帆乃果 大  阪･近畿大附・高2

大  阪･近畿大附・高2

 2:18.55

 8:55.17  9:03.29  9:03.84

 1:10.45

大  阪･近畿大附・高2

曽我部菜々 大  阪･近畿大附・高2

 4:20.56  4:21.30

第75回近畿高等学校選手権水泳競技大会

2位 3位 4位

杉山菜々美

 1:10.56  1:10.96

 1:02.84

弘中 花音

大  阪･四條畷学園・高2 松本 悠里 兵  庫･須磨学園・高1

大  阪･四條畷学園・高1

吉井萌萌花 大  阪･近畿大附・高2

弘中 花音 大  阪･四條畷学園・高1 蔦川 真優 兵  庫･小  野・高1 中澤  葵 兵  庫･須磨学園・高2

 2:14.87  2:20.13

大石 奈穂 前川 瑠楓

 2:20.26  2:20.64  2:22.70  2:23.57

宮崎いぶき 四ツ谷智香 兵  庫･須磨友が丘・高3 瀧本真由佳 大  阪･関大北陽・高3 橋本 風夏 大  阪･羽衣学園・高3

 1:11.27  1:11.59  1:11.60  1:11.62

篠原  葵 滋  賀･草 津 東・高1 岡信 結奈小阪 愛音 兵  庫･須磨学園・高3

 2:32.62  2:32.68

大  阪･太成学院大高・高3 大  阪･関大北陽・高1 樋口 実紅 兵  庫･須磨学園・高1

阿部  悠 兵  庫･須磨学園・高1 松本  涼 兵  庫･須磨学園・高3

 4:53.37  4:54.95  4:56.81  5:01.21  5:01.28  5:01.32  5:03.65  5:05.82

 2:21.96  2:23.08

大仲 摩耶 大  阪･羽衣学園・高2 奥田 響輝 大  阪･太成学院大高・高1

大  阪･大体大浪商・高1 奥田 文嘉 兵  庫･三田松聖・高3

 1:00.64  1:01.01  1:01.76

 2:14.28  2:16.40

京  都･田  辺・高1

 2:17.91

大  阪･四條畷学園 大  阪･近畿大附 兵  庫･須磨学園 大  阪･太成学院大高 大  阪･大体大浪商 大  阪･関大北陽

 4:00.73

   59.19   58.43

曽我部菜々(高2)・吉井萌萌花(高2) 浅尾萌々香(高1)・片山 珠里(高2)

梅木 陽向(高2)・田積帆乃果(高2) 宇野 莉奈(高3)・桝井 千佳(高3)

 2:05.75  2:08.28  2:14.31 2:02.61  2:02.74  2:05.01  2:05.02 2:05.38

 3:50.83

木下 妃魚(高1)・宮本 愛海(高3)

 1:05.97

 8:38.45

 1:05.85

木下 妃魚(高1)・宮本 愛海(高3) 中村ゆらら(高3)・瀬賀 映佳(高3)

 8:40.24

タイム決勝

タイム決勝

タイム決勝

藤本  穏(高2)・大嶋 千桜(高1) 吉井萌萌花(高2)・田積帆乃果(高2) 片山 珠里(高2)・浅尾萌々香(高1) 滝井 萌加(高3)・諸橋 光咲(高3) 松野仁衣奈(高3)・松本  涼(高3) 杉山わか菜(高3)・奥田 響輝(高1) 仙坊 芽愛(高3)・橋本 琴美(高2) 笠原 美月(高3)・伊藤 陽菜(高1)
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