
自由形   50m

自由形   50m

(同3位)

自由形  100m

自由形  100m

自由形  200m

自由形  400m

背泳ぎ   50m

背泳ぎ   50m

背泳ぎ  100m

背泳ぎ  100m

背泳ぎ  200m

平泳ぎ   50m

平泳ぎ   50m

平泳ぎ  100m

大会新決勝 1:04.89 1:07.20 1:07.76 1:08.63 1:08.87 1:09.50 1:10.08 1:11.84

卯野　諒成 神戸村野工業・高3 西村　心結 神戸商業・高1 笠木　惇平 滝　　川・高1栗原　悠里 須磨学園・高2 松本　匠真 滝　　川・高2 盛岡　潤平 神戸村野工業・高2 上岡　颯太 須磨学園・高3 梅﨑　大樹

田中　　陸

36.26 36.92 38.87 40.61 41.37 41.54 41.76

北川　宗誼 北 須 磨・高1栗原　悠里 須磨学園・高2 野田　怜穏 須磨学園・高1 松本　匠真 滝　　川・高2 盛岡　潤平 神戸村野工業・高2 土田　卓実

森　　大誠 星　　陵・高2 神﨑　亮志 神　　戸・高1 中村　勇翔 田久保皓大 葺　　合・高1

31.94 32.72

卯野　諒成 神戸村野工業・高3 尾上　充輝 御　　影・高3

科学技術・高1

内海　秀翔

兵庫工業・高1

2:25.18 2:26.75 2:32.80 2:37.79 2:38.60 2:41.47 2:43.13

玉田賢史朗 神戸村野工業・高2 神澤　流風

57.31

森本　純矢 須磨学園・高1 菅野　　彪 兵庫工業・高3

2022/08/10 ～ 2022/08/11

決勝

決勝

Ｂ決勝

決勝

Ｂ決勝

(男子の部) 開催日

7位 8位

26.59

26.60 26.64

濵口　　創 神戸村野工業・高1 所　隆之介 灘・高2 藤本　大輝 神戸高専・高2 菅野　　彪 兵庫工業・高3 大貫　楓馬

32.82 33.28

須磨学園・高2

1:00.07 1:00.85

神戸高専・高1

57.40 58.50

清水　大輔 長　　田・高2

1:00.90

神戸高専・高2 福原　卓実

1:01.37 1:02.05

山本　大智 神　　戸・高1

須磨学園・高1 杉山　翼斗 神戸高専・高1

長谷川陽大 須磨学園・高1 松田　葉路

岡原　快斗

神戸村野工業・高2 惣輪　　温 神戸村野工業・高1

梅﨑　大樹 須 磨 東・高2

平田　　翼

科学技術・高2

夢 野 台・高2 森脇　　陸

舞　　子・高2

神戸高塚・高2

科学技術・高2

岡本　一輝

1:09.15

35.22

2:01.94 2:03.96 2:05.86 2:16.47

橋本　誠也 神戸村野工業・高1

30.18

4:17.47 4:19.55

上枝　寛士

4:51.10

30.92

決勝

神達　　陽 舞　　子・高1

31.70

4:09.66

藤原　拓人 須 磨 東・高2

根本聡太郎 須磨学園・高2

鷲尾　　颯 神戸商業・高1 西崎誉志久 神戸商業・高2 神澤　流風

北 須 磨・高1神戸村野工業・高1

中晴　達哉 灘・高2

27.46

上園　温太

4:42.80

33.96

山口　暖生

1:57.77 1:57.81 1:57.82 2:01.58

科学技術・高3

5位 6位

神戸村野工業・高3 梅﨑　大樹

26.06

須 磨 東・高2 知念　　翼 葺　　合・高1

25.91 26.04

安田　海生

濱口　航雅

須磨学園・高1

54.09

永野　天我 神戸村野工業・高1

山下　凌生

前中　来育

56.38

第75回神戸市高等学校水泳競技大会

2位 3位 4位

熊木　　優 神戸高専・高3

24.41

58.41

1位

25.95

神戸高専・高2 野田　怜穏 須磨学園・高1 神谷　優輝

25.38 25.68 25.71

藤本　大輝 須磨翔風・高1

舞　　子・高1 宮前　紫音

髙島　圭佑

26.11 26.47

須 磨 東・高2

1:17.46

須磨学園・高1

神戸村野工業・高3 土居原琢海 兵　　庫・高2

野田　怜穏

29.95

島岡　修生 兵庫工業・高2

決勝

Ｂ決勝

決勝

Ｂ決勝

決勝

決勝

Ｂ決勝

1:01.47

4:16.45

1:08.27

髙島　圭佑 須磨学園・高1

惣輪　　温

神達　　陽 舞　　子・高1

2:21.43

29.85

今　　楓雅 舞　　子・高2

藤原　拓人

上枝　寛士 北 須 磨・高1 橋本　誠也 神戸村野工業・高1 近藤　　颯

56.27 56.34

59.21 59.33

56.80

神戸村野工業・高3 大橋　空翔

須 磨 東・高1

安田　海生 須磨翔風・高1 黒橋　海光 須磨学園・高1滝　　川・高3 神谷　優輝

神　　戸・高2 喜田　雄大

26.70

兵庫工業・高1 黒橋　海光

26.47 26.49

新谷　琉偉 神　　戸・高2芝　　玄守 濱口　航雅

須磨学園・高1 永野　天我 神戸村野工業・高1

所　隆之介 灘・高2濵口　　創 神戸村野工業・高1 中晴　達哉

4:59.38

31.07

森脇　　陸 神戸高塚・高2

舞　　子・高2

内海　秀翔 須磨翔風・高2 上枝　寛士 北 須 磨・高1 新谷　琉偉 舞　　子・高2

須磨翔風・高2

33.19

内海　秀翔 須磨翔風・高2岡　　航聖 神　　戸・高2 濵口　　創 神戸村野工業・高1

1:03.34 1:03.92 1:04.14 1:05.52 1:05.79

神　　戸・高2

玉田賢史朗 神戸村野工業・高2

29.00

32.73

1:08.67

34.7833.40 33.44

岡　　航聖

1:12.11

玉田賢史朗 神戸村野工業・高2 神澤　流風 神戸村野工業・高3 宮地明日羽森脇　　陸 神戸高塚・高2 尾上　充輝 御　　影・高3 大貫　楓馬 神戸高専・高3

須 磨 東・高2

神戸商業・高1

29.54 29.96

1:09.44

神戸村野工業・高3 志磨　大和

1:12.26 1:14.31 1:16.54

神戸高専・高3

神戸村野工業・高1

兵庫工業・高1

灘・高2岡原　快斗 科学技術・高2

1:07.01

5:02.00

32.25

釣　連太朗 伊川谷北・高3

平田　　翼 科学技術・高1

30.23 31.41

【開催場所】

芝　　玄守 科学技術・高3
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2022/08/10 ～ 2022/08/11(男子の部) 開催日

7位 8位5位 6位

第75回神戸市高等学校水泳競技大会

2位 3位 4位1位

【開催場所】

平泳ぎ  100m

平泳ぎ  200m

バタフライ   50m

バタフライ   50m

バタフライ  100m

バタフライ  100m

バタフライ  200m

個人メドレー  200m

大会新

個人メドレー  400m

大会新

フリーリレー 4×100m

決勝 4:33.95 5:04.70 5:05.04 5:12.62 5:15.47 5:21.80 5:24.43 5:48.26

兵　　庫・高1 尾上　充輝 御　　影・高3 宮前　紫音 兵庫工業・高1 伊東　侑哉 御　　影・高2齊藤　　瑛 須磨学園・高2 直井進太郎 神戸村野工業・高2 大森　達稀 神戸村野工業・高3 松尾　祐紀 神戸村野工業・高3 川上　　晴

決勝 2:08.88 2:13.07 2:15.36 2:20.27 2:22.48 2:23.28 2:23.29 2:23.34

夢 野 台・高2 藤本　大輝 神戸高専・高2 香川　将輝 星　　陵・高1 直井進太郎 神戸村野工業・高2齊藤　　瑛 須磨学園・高2 長谷川陽大 須磨学園・高1 熊木　　優 神戸高専・高3 大森　達稀 神戸村野工業・高3 喜田　雄大

決勝 2:09.26 2:15.56 2:16.05 2:21.12 2:24.68 2:26.03 2:26.58 2:31.99

須磨学園・高2 長縄　健太 葺　　合・高1 小篠　凌汰 夢 野 台・高1 清水　大輔 長　　田・高2根本聡太郎 須磨学園・高2 森本　純矢 須磨学園・高1 直井　勇蔵 神戸村野工業・高1 松尾　祐紀 神戸村野工業・高3 池本　達哉

Ｂ決勝 1:02.92 1:04.00 1:04.75 1:04.86 1:08.40 1:12.96 1:15.03 1:17.93

兵庫工業・高1 永田　　空 夢 野 台・高2 中嶋　陸人 神戸高専・高1 古谷　賢太 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2徳平　将之 神戸村野工業・高2 宮前　紫音 兵庫工業・高1 川﨑　拓人 灘・高2 長縄　健太 葺　　合・高1 島田　大輔

決勝 58.06 59.64 1:00.98 1:01.04 1:02.35 1:02.65 1:03.62 1:03.93

夢 野 台・高1 水田　大貴 神戸村野工業・高1 芝　　玄守 科学技術・高3 池本　達哉 須磨学園・高2西川　翔己 須磨学園・高1 松尾幸汰郎 神戸野田・高1 知念　　翼 葺　　合・高1 直井　勇蔵 神戸村野工業・高1 小篠　凌汰

Ｂ決勝 28.19 28.22 28.58 29.05 29.29 29.33 29.38 30.10

須 磨 東・高1 大貫　楓馬 神戸高専・高3 上園　温太 須磨学園・高2 永田　　空 夢 野 台・高2直井　勇蔵 神戸村野工業・高1 小篠　凌汰 夢 野 台・高1 喜田　雄大 夢 野 台・高2 長縄　健太 葺　　合・高1 近藤　　颯

決勝 26.61 27.14 27.41 27.46 27.63 27.80 28.06 28.26

須磨翔風・高1 有満　大輔 滝　　川・高3 川﨑　拓人 灘・高2 大橋　空翔 滝　　川・高3西川　翔己 須磨学園・高1 松尾幸汰郎 神戸野田・高1 岡原　快斗 科学技術・高2 知念　　翼 葺　　合・高1 神谷　優輝

2:27.39 2:28.71 2:31.98 2:32.83 2:36.05 2:45.81 3:03.13

川上　　晴 兵　　庫・高1 北川　宗誼 北 須 磨・高1 川本　大貴 夢 野 台・高2卯野　諒成 神戸村野工業・高3 盛岡　潤平 神戸村野工業・高2 土田　卓実 神戸村野工業・高1 西村　心結

1:13.31 1:13.80 1:18.99 1:20.06 1:23.81 1:25.05 1:33.36

川本　大貴 夢 野 台・高2 山地　真守 科学技術・高1 丹羽　勇喜 神　　戸・高2北川　宗誼 北 須 磨・高1 川上　　晴 兵　　庫・高1 香川　将輝 星　　陵・高1 今　　楓雅

夢 野 台

松岡　伊織(高3)・大貫　楓馬(高3) 松本　匠真(高2)・笠木　惇平(高1) 香原　海杜(高3)・菅野　　彪(高3)

御　　影

   53.72    56.71

宮前　紫音(高1)・島田　大輔(高1) 芝　　玄守(高3)・竹之内大和(高2) 所　隆之介(高2)・中晴　達哉(高2) 喜田　雄大(高2)・小篠　凌汰(高1) 尾上　充輝(高3)・植浦　勢名(高1)

4:03.62 4:03.64 4:08.91 4:12.45

平田　　翼(高1)・岡原　快斗(高2)

   53.45

3:56.00 3:59.61 4:03.08

   58.53    56.75    58.98    59.18    59.13

大橋　空翔(高3)・有満　大輔(高3)

川﨑　拓人(高2)・楠田　康晟(高2) 矢倉　和真(高2)・福住　勇人(高2) 阿式　隼人(高2)・伊東　侑哉(高2)

3:42.02

松田　葉路(高2)・惣輪　　温(高1)

濵口　　創(高1)・安田　海生(高3)

神戸村野工業

舞　　子・高2

神戸商業・高1

神戸高専 滝　　川 兵庫工業 科学技術 灘

熊木　　優(高3)・藤本　大輝(高2)

Ｂ決勝 1:09.60

土田　卓実 神戸村野工業・高1

決勝 2:25.27

上岡　颯太 須磨学園・高3

決勝
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2022/08/10 ～ 2022/08/11(男子の部) 開催日

7位 8位5位 6位

第75回神戸市高等学校水泳競技大会

2位 3位 4位1位

【開催場所】

メドレーリレー 4×100m

476点 341点 177点 141点 136点 112点 108点 99点

芝　　玄守(高3)・東原　航太(高2)

4:34.36

御　　影科学技術

 1:04.88

4:29.62

中晴　達哉(高2)・楠田　康晟(高2)岡原　快斗(高2)・山地　真守(高1)

川﨑　拓人(高2)・所　隆之介(高2) 島田　大輔(高1)・香原　海杜(高3)

 1:11.08

石田　　光(高2)・尾上　充輝(高3)

 1:12.55  1:13.41  1:06.47

熊木　　優(高3)・松岡　伊織(高3) 大橋　空翔(高3)・高木　友尋(高1) 香川　将輝(高1)・熊谷　拓斗(高2)

細矢　悠真(高1)・森　　大誠(高2)

 1:20.62

菅野　　彪(高3)・宮前　紫音(高1)

滝　　川 灘

 1:20.26

4:37.19

兵庫工業

4:32.17

阿式　隼人(高2)・伊東　侑哉(高2)

大貫　楓馬(高3)・藤本　大輝(高2) 有満　大輔(高3)・松本　匠真(高2)

男子総合成績 滝　　川 夢 野 台 　 灘神戸村野工業 神戸高専 兵庫工業 科学技術

神戸高専

5:00.874:53.62

星　　陵

4:31.21

決勝

須磨学園
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