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チーム名 学種 泳者 ﾖﾐｶﾞﾅ
1 組

1

2 神・滝川 中学 57 中野　将一 ﾅｶﾉ ｼｮｳｲﾁ
ﾀｷｶﾞﾜ Ｄ 61 中野　慶多 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ

58 高橋　吾郎 ﾀｶﾊｼ ｺﾞﾛｳ
62 池原　　慶 ｲｹﾊﾗ ｹｲ

3 ﾙﾈｻﾝｽ神戸A 一般 499 日笠　絢智 ﾋｶﾞｻ ｹﾝﾄ
ﾙ･ｺｳﾍﾞA Ａ 502 藤原　将生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｷ

500 藤田　咲真 ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾏ
501 塩井　萌太 ｼｵｲ ﾒｲﾀ

4 ＮＳＩ御影 C 一般 463 清水大志郎 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼﾛｳ
NSIﾐｶｹﾞC Ｃ 464 森　　夕陽 ﾓﾘ ﾕｳﾋ

465 前田　晄汰 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀ
466 大畠　　聡 ｵｵﾊﾀ ｻﾄｼ

5 ＮＳＩ御影 B 一般 471 増田藍之介 ﾏｽﾀﾞ ｱｲﾉｽｹ
NSIﾐｶｹﾞB Ｂ 469 橋本　航平 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ

472 池田　悠真 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ
470 谷口　琉斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ

6 神・滝川 中学 59 岸本　崚也 ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳﾔ
ﾀｷｶﾞﾜ Ｄ 64 町田　一真 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

60 楊　　和樹 ﾖｳ ｶｽﾞｷ
63 平川　晴規 ﾋﾗｶﾜ ﾊﾙｷ

7

8
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中1

12 中3
中2

中1
中2
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13 中3

80 小4
小4
小4

小5
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2 組
1 神・神戸生田B 中学 棄権

ｺｳﾍﾞｲｸﾀB Ｄ

2 神・神戸生田A 中学 棄権
ｺｳﾍﾞｲｸﾀA Ｄ

3 須磨友が丘 高校 棄権
ｽﾏﾄﾓｶﾞｵｶ Ｅ

4 ﾙﾈｻﾝｽ神戸C 一般 494 渡邊　智哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ
ﾙ･ｺｳﾍﾞC Ｃ 493 塩井　琥大 ｼｵｲ ｺﾀ

495 河上　燿成 ｶﾜｶﾐ ﾃﾙｱｷ
496 岡本　　悠 ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ

5 イトマン西神B 一般 626 小川　洸英 ｵｶﾞﾜ ｺｳｴｲ
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝB Ｂ 624 玉田　竜翔 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ

622 名生　陸人 ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ
628 八橋　慶祐 ﾔﾂﾊｼ ｹｲｽｹ

6 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 高校 212 金田　颯斗 ｶﾈﾀﾞ ﾊﾔﾄ
ﾛｯｺｳｱｲﾗﾝ Ｅ 211 久下　竜輝 ｸｹﾞ ﾘｭｳｷ

209 古谷　賢太 ﾌﾙﾀﾆ ｹﾝﾀ
213 澤田　瞬斗 ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾄ

7 STI 一般 683 野田　純也 ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
STI Ｅ 685 末野　晃徳 ｽｴﾉ ｱｷﾉﾘ

686 桝田　悠斗 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ
684 椎平　朱羅 ｼｲﾋﾗ ｼｭﾗ

8 御影高校 高校 68 伊東　侑哉 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ
ﾐｶｹﾞｺｳｺｳ Ｅ 69 兼田　大植 ｶﾈﾀﾞ ﾀｲｳ

72 田中　芳樹 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ
70 畢　　竣弥 ﾋﾞ ｼｭﾝﾔ
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高1
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高2
高2

高1
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3 組
1 夢野台 高校 144 住谷　和咲 ｽﾐﾀﾆ ｶｽﾞｻ

ﾕﾒﾉﾀﾞｲ Ｅ 147 川本　大貴 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
142 永田　　空 ﾅｶﾞﾀ ｿﾗ
148 田端　優樹 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ

2 神戸科学技術 高校 266 中川　尭彦 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ
ｺｳﾍﾞｶｷﾞ Ｅ 265 山地　真守 ﾔﾏｼﾞ ﾏﾓﾙ

263 岡原　快斗 ｵｶﾊﾗ ｶｲﾄ
264 平田　　翼 ﾋﾗﾀ ﾂﾊﾞｻ

3 イトマン西神C 一般 612 高橋　佑和 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ
ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝC Ｃ 610 荒木　晴道 ｱﾗｷ ﾊﾙﾐﾁ

614 福井　聡悟 ﾌｸｲ ｿｳｺﾞ
611 安田　裕雅 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶﾞ

4 神・啓明学院 中学 棄権
KEIMEI Ｄ

5 星陵 高校 160 細矢　悠真 ﾎｿﾔ ﾕｳﾏ
ｾｲﾘｮｳ Ｅ 161 香川　将輝 ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ

156 中村　駿斗 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾄ
158 熊谷　拓斗 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾄ

6 兵・灘中 中学 50 住谷　夏輝 ｽﾐﾀﾆ ﾅﾂｷ
ﾅﾀﾞﾁｭｳ Ｄ 49 池田　悠晃 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｱｷ

51 恒川　拓海 ﾂﾈｶﾜ ﾀｸﾐ
53 中野　恭佑 ﾅｶﾉ ｷｮｳｽｹ

7 ＮＳＩ御影 D 一般 454 古家　優太 ﾌﾙﾔ ﾕｳﾀ
NSIﾐｶｹﾞD Ｄ 460 荒木　丈瑠 ｱﾗｷ ﾀｹﾙ

455 冨士田大佑 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ
457 竹内　　悠 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙ

8 須磨翔風高 高校 224 内海　秀翔 ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ
ｽﾏｼｮｳﾌｳ Ｅ 225 工藤　匠平 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ

226 神谷　優輝 ｶﾐﾔ ﾕｳｷ
227 森岡　優毅 ﾓﾘｵｶ ﾏｻｷ
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高2
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中1
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高2
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4 組
1 神戸村野工業 高校 289 玉田賢史朗 ﾀﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ

ｺｳﾍﾞﾑﾗﾉ Ｅ 286 大森　達稀 ｵｵﾓﾘ ﾀﾂｷ
293 直井　勇蔵 ﾅｵｲ ﾕｳｿﾞｳ
291 永野　天我 ﾅｶﾞﾉ ﾃﾝｶﾞ

2 灘 高校 283 中晴　達哉 ﾅｶﾊﾙ ﾀﾂﾔ
ﾅﾀﾞ Ｅ 279 楠田　康晟 ｸｽﾀﾞ ｺｳｾｲ

282 川﨑　拓人 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾄ
284 所　隆之介 ﾄｺﾛ ﾘｭｳﾉｽｹ

3 葺合 高校 195 小西陽太朗 ｺﾆｼ ﾖｳﾀﾛｳ
ﾌｷｱｲ Ｅ 200 知念　　翼 ﾁﾈﾝ ﾂﾊﾞｻ

196 長縄　健太 ﾅｶﾞﾅﾜ ｹﾝﾀ
194 辻阪　昭弘 ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ

4 神戸市立高専 大学 705 川邊　愛貴 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ
ｺｳﾍﾞｺｳｾﾝ Ｅ 703 神尾　拓斗 ｶﾐｵ ﾀｸﾄ

704 原田　　篤 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾂｼ
706 江原　大智 ｴﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ

5 須磨東 高校 135 藤原　拓人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ
ｽﾏﾋｶﾞｼ Ｅ 133 梅﨑　大樹 ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ

137 近藤　　颯 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ
136 髙橋　悠斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

6 神戸高専 一般 241 大貫　楓馬 ｵｵﾇｷ ﾌｳﾏ
ｺｳﾍﾞｺｳｾﾝ Ｅ 247 藤本　大輝 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｷ

243 石山蔵之助 ｲｼﾔﾏ ｸﾗﾉｽｹ
250 宮地明日羽 ﾐﾔﾁ ｱｽﾊ

7 兵庫工 高校 123 岡本　一輝 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ
ﾋｮｳｺﾞｺｳ Ｅ 129 門田　浩武 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾋﾛﾑ

127 島田　大輔 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
125 宮前　紫音 ﾐﾔﾏｴ ｼｵﾝ

8 神・湊川 中学 23 永安　啓人 ﾅｶﾞﾔｽ ｹｲﾄ
ﾐﾅﾄｶﾞﾜ Ｄ 24 藤原啓士朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｼﾛｳ

19 竹内　陽祐 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ
20 井上　咲斗 ｲﾉｳｴ ｻｸﾄ
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