
自由形   50m

自由形   50m

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  200m

平泳ぎ   50m

大会新

平泳ぎ   50m

平泳ぎ  100m

平泳ぎ  100m

川口　琴音 神戸常盤女子・高1 原田　愛子

2:37.03 2:44.77 2:45.05 2:57.40

北 須 磨・高1 中野　真葵

1:12.05

安田　千展 須磨翔風・高1 明石　　鈴 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2

1:10.45 1:13.24 1:15.95

夫津木彩乃

45.92 46.52

濱本香菜子 御　　影・高1 辰巳　楽々 御　　影・高2

星　　陵・高1 川口　琴音 星　　陵・高2

34.47 34.86

神戸常盤女子・高1

36.31

2:17.07 2:22.55 2:23.04 2:29.67

5:16.70 5:19.01

六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高3 川田　幸奈 神戸鈴蘭台・高2 黒佐なつみ 北 須 磨・高2

第75回神戸市高等学校水泳競技大会

2位 3位 4位

清藤　晴香 須磨翔風・高2

友重　智美 須磨学園・高1 堀上　彩良 須磨学園・高2 高谷　香帆 須磨友が丘・高2 梅田　歩実 神戸商業・高1

2:11.66 2:16.80

荒木なぎさ 北 須 磨・高3 野﨑　志帆

1位

59.42

27.77

友重　智美 須磨学園・高1

金子　紗弓 神戸高専・高1

1:08.20

30.48

高谷　香帆 須磨友が丘・高2

2:12.26

1:08.57 1:08.81 1:09.00

1:03.15 1:04.51

友重　智美 須磨学園・高1 工藤しゅり 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高1 川田　幸奈 神戸鈴蘭台・高2 福﨑　彩花

29.61 29.84 30.39 30.52

森本菜々美 神戸甲北・高3 萩尾　柚衣 長　　田・高2

5位

兵庫工業・高3 上山　彩花 神　　戸・高2

6位 7位

端村　美輝 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2

8位

1:17.08 1:19.05

小林　天果 須 磨 東・高2 樂前　　怜 須 磨 東・高1 清水　南帆 須磨友が丘・高1安田　千展

河野　朋華 葺　　合・高1 稲本　夕菜 須磨翔風・高1

5:24.99

40.76 41.89 42.11

須磨翔風・高1 原田　愛子 舞　　子・高2

上山　彩花 神　　戸・高2

須磨学園・高1 梅田　歩実

須磨友が丘・高1

30.68 31.31 31.47 31.49 31.74 32.07

原田　愛子 舞　　子・高2 福﨑　彩花 兵庫工業・高3

竹森　結海 御　　影・高2

吉村　安珠 山手女子・高2

5:21.10

1:09.48

松井美依佳 松　　蔭・高2

2:12.32

舞　　子・高1小橋穂乃香 兵　　庫・高2

28.69 29.36 29.51

稲本　夕菜 須磨翔風・高1 北見　優奈神 港 橘・高2 岡田　璃子 啓明学院・高2 玉田　麻花山口　　葵

1:08.29

夫津木彩乃 北 須 磨・高1 清水　南帆 須磨友が丘・高1野﨑　志帆 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高3

1:06.131:05.16

4:47.25 5:00.97

59.97

藤川ひまり

4:28.90 4:39.92

藤川ひまり

1:11.10 1:11.15 1:11.49

横山　若奈 神　　戸・高1 山口　　葵 神 港 橘・高2原田　莉沙 星　　陵・高1 玉田　麻花 須磨友が丘・高1

36.57

松井美依佳 松　　蔭・高2 島田　栞那

御　　影・高3梅田　歩実 神戸商業・高1 石金和花菜 工藤しゅり 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高1 清藤　晴香 須磨翔風・高2

35.58 36.09

山口　仁菜 松　　蔭・高2

32.59 34.03

須磨学園・高1

六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高1 中村　歩実 御　　影・高1 福島　　碧 神戸鈴蘭台・高2井上　彩音 須磨友が丘・高2 中野　真葵 葺　　合・高1

38.17 40.17 40.85

毛利　愛芽

明石　　鈴 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2

2:32.25 3:08.122:55.60

34.13 36.24 37.30 37.49 37.91

舞　　子・高2

Ｂ決勝 42.77 44.36 45.14

決勝

葺　　合・高1 中村　歩実 御　　影・高1

1:19.67 1:26.70

毛利　愛芽 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高1 中村　歩実 御　　影・高1

45.08

3:08.58

46.6144.50 44.67

決勝

【開催場所】

決勝

Ｂ決勝

(女子の部) 開催日 2022/08/10 ～ 2022/08/11

決勝

Ｂ決勝

高谷　香帆 須磨友が丘・高2 工藤しゅり 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高1

1:06.61

神戸商業・高1

32.47

決勝

決勝

明石　　鈴 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2 小林　天果 原田　莉沙須 磨 東・高2

決勝

決勝

Ｂ決勝

毛利　愛芽 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高1

立山　心菜 須磨学園・高3 田中　　凜 御　　影・高1 萩尾　柚衣 長　　田・高2 森田　彩乃 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2 松岡　莉彩 葺　　合・高2 大田　遥香 神　　戸・高1 金山　結美 親和女子・高1 北尾　柚音 御　　影・高2

38.82 43.76 44.09

三宅　咲彩 神戸甲北・高2 菊地いずみ 神戸甲北・高1 小谷　茉由 御　　影・高2 井上　彩音 須磨友が丘・高2 摺石　季帆 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高1 Neill愛麻 須磨翔風・高2 毛谷　彩季 松　　蔭・高2

決勝 1:14.99 1:18.12 1:19.22 1:21.04 1:21.41 1:30.67 1:30.85 1:35.37

六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2 小島　有桜 神戸高専・高1 井上　茅利 須磨友が丘・高1 金山　結美 親和女子・高1立山　心菜 須磨学園・高3 田中　　凜 御　　影・高1 片山　咲花 葺　　合・高1 松岡　莉彩 葺　　合・高2 森田　彩乃

Ｂ決勝 1:34.67 1:35.18 1:35.66 1:35.86 1:36.12 1:36.22 1:43.35 1:43.78

夙　　川・高2 小谷　茉由 御　　影・高2 網本　　晴 神 港 橘・高2 安本　萌恵 神戸海星・高2堀　　寧音 甲南女子・高2 北尾　柚音 御　　影・高2 濱野　明彩 神戸鈴蘭台・高1 Neill愛麻 須磨翔風・高2 井上　花咲
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2位 3位 4位1位 5位 6位 7位 8位

【開催場所】
(女子の部) 開催日 2022/08/10 ～ 2022/08/11

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  200m

個人メドレー  200m

個人メドレー  400m

フリーリレー 4×100m

メドレーリレー 4×100m

311点 297点 188点 187点 171点 142点 130点 84点

決勝

決勝  1:25.69

小倉　稀弓(高1)・吉谷奈々実(高1)

荒木なぎさ 北 須 磨・高3

 1:22.59

尾川ひなた(高1)・山地　芙久(高2)

畑佐　真悠 科学技術・高3

4:24.86

川田　幸奈(高2)・福島　　碧(高2)

5:12.90

 1:09.99 1:06.17

田中　　凜(高1)・石金和花菜(高3) 清水　南帆(高1)・井上　茅利(高1)

竹森　結海(高2)・小林　優希(高1)

葺　　合

葺　　合 神戸鈴蘭台須磨翔風

30.85 31.21 31.23 31.84 32.64 33.25

御　　影・高2

田中しずく(高2)・夫津木彩乃(高1)

御　　影・高1

夢 野 台・高1 神戸鈴蘭台・高2

1:25.12決勝

尾川ひなた 星　　陵・高1

高谷　香帆(高2)・玉田　麻花(高1)

安田　千展(高1)・清藤　晴香(高2)

4:31.32

六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 御　　影

4:49.58

村田　温花(高1)・河野　朋華(高1)

松岡　莉彩(高2)・片山　咲花(高1)

森田　彩乃(高2)・端村　美輝(高2)

4:20.09 4:23.53

六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 御　　影

 1:03.50  1:10.16

稲本　夕菜(高1)・林　　由奈(高1)

石金和花菜(高3)・竹森　結海(高2)

 1:11.86  1:16.39  1:12.90  1:20.07

 1:07.26  1:07.43

須磨友が丘

5:08.11 5:11.43 5:16.26

4:32.32 4:53.04

濱野　明彩(高1)・松本　彩那(高2)

明石　　鈴(高2)・工藤しゅり(高1)

須磨友が丘 須磨学園 北 須 磨女子総合成績 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 御　　影 須磨翔風

川田　幸奈(高2)・松本　彩那(高2) 西垣　香瑠(高2)・小川　桃香(高2)

6:08.75

山口　　葵(高2)・網本　　晴(高2)

神戸鈴蘭台 神 港 橘

北 須 磨

 1:11.98  1:08.12

島田　栞那(高2)・原田　莉沙(高1)

星　　陵

4:53.23

 1:33.47 1:21.60

松本　彩那

須磨翔風 葺　　合 須磨友が丘 北 須 磨

田中　　凜(高1)・小林　優希(高1) 安田　千展(高1)・稲本　夕菜(高1) 河野　朋華(高1)・松岡　莉彩(高2) 高谷　香帆(高2)・井上　茅利(高1)

神戸鈴蘭台

林　　由奈(高1)・清藤　晴香(高2) 村田　温花(高1)・武村菜々美(高2) 清水　南帆(高1)・玉田　麻花(高1) 田中しずく(高2)・荒木なぎさ(高3)

5:51.67

明石　　鈴(高2)・森田　彩乃(高2) 夫津木彩乃(高1)・黒佐なつみ(高2) 福島　　碧(高2)・濱野　明彩(高1)

4:59.914:54.83

工藤しゅり(高1)・端村　美輝(高2)

決勝 2:52.18 2:53.65 2:55.78 3:10.87 3:18.51 3:20.51 3:28.16 3:28.96

親和女子・高1 北尾　柚音 御　　影・高2 小谷　茉由 御　　影・高2 濱野　明彩 神戸鈴蘭台・高1森田　彩乃 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2 小林　優希 御　　影・高1 松岡　莉彩 葺　　合・高2 小島　有桜 神戸高専・高1 金山　結美

石金和花菜 御　　影・高3 村田　温花 葺　　合・高1 森本菜々美 神戸甲北・高3 中田　　海 神戸甲北・高2 小林　優希

Ｂ決勝 33.54 33.93 36.78 37.78 38.42 43.27 43.62

池本　彩乃 啓明学院・高3 横山　若奈 神　　戸・高1 渡部　陽彩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2 玉置　倫子 神戸商業・高1 濱野　明彩 神戸鈴蘭台・高1 田中　千晶

決勝 30.41 34.53

林　　由奈 須磨翔風・高1 村田　温花 葺　　合・高1 清水　南帆 須磨友が丘・高1 中田　　海 神戸甲北・高2 竹森　結海 御　　影・高2 渡部　陽彩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2 田中　美湖

1:07.41 1:09.90 1:11.38 1:12.54 1:20.70 1:23.52

決勝 2:30.91 2:39.63 2:43.10 2:43.80 3:07.15 3:14.94

御　　影・高2 渡部　陽彩 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2林　　由奈 須磨翔風・高1 中田　　海 神戸甲北・高2 村田　温花 葺　　合・高1 田中しずく 北 須 磨・高2 竹森　結海

決勝 2:28.51 2:36.62 2:38.77 2:39.80 2:40.80 2:45.29 2:46.09 2:46.62

夙　　川・高1 端村　美輝 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2 小橋穂乃香 兵　　庫・高2 尾川ひなた 星　　陵・高1堀上　彩良 須磨学園・高2 田中　　凜 御　　影・高1 井上　茅利 須磨友が丘・高1 安田　千展 須磨翔風・高1 和田　羽音

決勝 5:21.13 5:35.79 5:38.44 5:39.75 5:47.83 6:00.11 6:01.62 6:06.41

兵　　庫・高2 端村　美輝 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ・高2 稲本　夕菜 須磨翔風・高1 田中しずく 北 須 磨・高2林　　由奈 須磨翔風・高1 石金和花菜 御　　影・高3 井上　茅利 須磨友が丘・高1 和田　羽音 夙　　川・高1 小橋穂乃香
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