
第２５回但馬小学生水泳競技記録会
平成２０年９月７日（日） 香美町香住海洋センタープールにて

１ ３年男子２５Ｍ自由形
（ 年 尾崎遼太郎 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )14 16.49

（標準記録 ）26.0

21.83小林海人 竹野小

22.24大津光輝 香住小

23.79岸本圭太 香住小

29.35野村海人 コスパ豊岡

２ ３年女２５Ｍ自由形
( 年 坂本未貴 大蔵小 )16 15.49

（標準記録 ）26.0

17.10金納友海 竹野小

19.56松岡由貴穂 香住小

21.65水田菜々子 梁瀬小

21.90野村美紅 コスパ豊岡

22.17稲葉佳由 香住小

23.07清水美伶 竹野小

24.03濱上 遙 香住小

24.19門 美咲 梁瀬小

25.92大西暖々 コスパ豊岡

27.50藤岡弥央里 香住小

29.17衣川由季乃 コスパ豊岡

29.34高橋玲奈 柴山小

29.42松岡あや 香住小

30.42山田 凜 コスパ豊岡

３ ４年男子２５Ｍ自由形
( 年 原 嘉一 コスパ豊岡 )17 15.45

（標準記録 ）26.0

14.92◎ 渋谷鉄人 三方小

19.39藤岡柾雄 梁瀬小

21.31津森 青 大屋小

22.82西垣 怜 梁瀬小

４ ４年女子２５Ｍ自由形
( 年 坂本美貴 大蔵小 )17 15.68

（標準記録 )26.0

17.33小西芹奈 コスパ豊岡

19.92米田真帆 竹野小

SS 19.94田野杏奈 ようか

21.31奥西菜楠 香住小

22.17西川萌衣 香住小

22.91小林真莉子 香住小

23.98池上萌花 梁瀬小

５ ３年男子２５Ｍ平泳ぎ
( 年 木島崇弥 中川小 )14 22.20

（標準記録 )30.0

SS 23.69安井宏樹 ようか

26.65大津光輝 香住小

26.76小林海人 竹野小

29.45守山功将 香住小

６ ３年女子２５Ｍ平泳ぎ
（ 年 西垣美優 ようか ）10 21.77 SS

（標準記録 )30.0

27.60水田菜々子 梁瀬小

29.25門 美咲 梁瀬小

31.10大西暖々 コスパ豊岡

33.57清水美伶 竹野小

35.91山田 凜 コスパ豊岡

38.21高橋玲奈 柴山小

７ ４年男子子２５Ｍ平泳ぎ
( 年 清水 翼 大蔵小 )12 19.46

（標準記録 )30.0

SS 24.00川戸浩輝 ようか

26.96山田皓生 香住小

27.44藤岡柾雄 梁瀬小

28.52津森 青 大屋小

８ ４年女子２５Ｍ平泳ぎ
( 年 西垣美優 ようか )11 SS 20.27

（標準記録 )30.0

23.19川端詩織 香住小

27.84奥西菜楠 香住小

29.72藤岡歩乃香 香住小

９ ３年男子２５Ｍ背泳ぎ
( 年 渋谷鉄人 三方小 )19 17.93



（標準記録 ）29.0

SS 22.75安井宏樹 ようか

10 ３年女子２５Ｍ背泳ぎ
( 年 小西杏奈 コスパ豊岡 )17 19.64

（標準記録 ）29.0

33.12衣川由季乃 コスパ豊岡

11 ４年男子２５Ｍ背泳ぎ
( 年 白藤慶樹 )17 19.23

（標準記録 ）29.0

12 ４年女子２５Ｍ背泳ぎ
( 年 日下部絢美 大蔵小 )16 18.01

（標準記録 ）29.0

26.78水田理麻 大屋小

26.85小西悠加里 香住小

13 ３年男子25Ｍバタフライ
（ 年 清水 翼 大蔵小 )11 17.40

（標準記録 ）28.0

16.98◎ 村田将頌 コスパ豊岡

17.97伊崎晃平 コスパ豊岡

36.02野村海人 コスパ豊岡

14 ３年女子25Ｍバタフライ
( 年 小西伶実 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )15 16.58

（標準記録 ）28.0

15 ４年男子25Ｍバタフライ
( 年 尾崎甲斐 豊岡小 )18 16.35

（標準記録 ）28.0

16 ４年女子25Ｍバタフライ
( 年 小西伶実 コスパ豊岡 )16 15.61

（標準記録 ）28.0

23.92福本桃子 香住小

17 ５年男子５０Ｍ自由形
（６年 岸本 晃 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )31.4

（標準記録 ）47.0

33.14村田将惇 コスパ豊岡

43.84高橋尚人 柴山小

53.29守山 諒 香住小

18 ５年女子５０Ｍ自由形
( 年 西谷英華 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )15 31.11

（標準記録 ）47.0

35.16白藤 輝 大蔵小

39.20藤尾ことみ 梁瀬小

41.32早崎 遥香 大蔵小

SS 43.32西谷知菜 ようか

19 ６年男子５０Ｍ自由形
( 年 尾崎潤 大蔵小 )14 28.99

（標準記録 ）47.0

SS 35.02川戸将稔 ようか

SS 37.82田野雄貴 ようか

42.39榊本涼太 梁瀬小

46.59池添優樹 梁瀬小

47.01奥 智貴 梁瀬小

48.07柴田慎平 梁瀬小

51.01細田義一 梁瀬小

20 ６年女子５０Ｍ自由形
( 年 吉谷佳菜子 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )14 29.57

（標準記録 ）47.0

33.84衣川萌々香 コスパ豊岡

37.69水田佳菜 大屋小

38.10小倉畑真弥 梁瀬小

38.13五寶早紀 香住小

SS 38.37西岡樹理 ようか

40.36米田英里香 竹野小

42.35小林利沙子 香住小

42.76舩戸綺草 竹野小

46.46西村華澄 佐津小

47.16原本莉歩 香住小

49.14上治菜摘 香住小

21 ５年男子５０Ｍ平泳ぎ
( 年 猪口真ノ介 コスパ豊岡 )19 39.95

（標準記録 ）56.0

55.67高橋尚人 柴山小

22 ５年女子５０Ｍ平泳ぎ
( 年 増田佳苗 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )15 40.59

（標準記録 ）56.0

46.34山中 響佳 大蔵小

49.42早崎 遥香 大蔵小

52.40藤尾ことみ 梁瀬小



SS 56.59西谷知菜 ようか

66.91小畑真穂 梁瀬小

23 ６年男子５０Ｍ平泳ぎ
( 年 日下部克典 ようか )12 SS 37.30

（標準記録 ）56.0

37.54猪口慎ノ介 コスパ豊岡

53.62奥 智貴 梁瀬小

57.90池添優樹 梁瀬小

58.96榊本涼太 梁瀬小

60.07柴田慎平 梁瀬小

24 ６年女子５０Ｍ平泳ぎ
( 年 増田佳苗 コスパ豊岡 )16 38.32

（標準記録 ）56.0

44.13増田美菜 コスパ豊岡

48.48福本有梨 香住小

48.59五寶早紀 香住小

SS 50.93西岡樹理 ようか

51.81米田英里香 竹野小

52.53小林麻衣 竹野小

54.27西村華澄 香住小

54.73小林利沙子 香住小

56.71原本莉歩 香住小

57.35上治菜摘 香住小

58.05小倉畑真弥 梁瀬小

25 ５年男子５０Ｍ背泳ぎ
( 年 尾崎遼太郎 大蔵小 )16 36.60

（標準記録 ）52.5

40.48村田将傑 コスパ豊岡

72.28守山 諒 香住小

26 ５年女子５０Ｍ背泳ぎ
( 年 小西杏奈 コスパ豊岡 )19 34.37

（標準記録 ）52.5

27 ６年男子５０Ｍ背泳ぎ
（ 年 尾崎遼太郎 豊岡小 )17 34.77

（標準記録 ）52.5

35.31尾崎甲斐 豊岡小

SS 58.91西谷拓海 ようか

28 ６年女子５０Ｍ背泳ぎ
( 年 西木悠衣 糸井小 )14 35.58

（標準記録 ）52.5

33.97◎ 小西杏奈 コスパ豊岡

29 ５年男子50Ｍバタフライ
( 年 原 嘉一 コスパ豊岡 )18 33.61

（標準記録 ）50.0

33.34◎ 伊崎真一郎 コスパ豊岡

35.14村田将惇 コスパ豊岡

30 ５年女子50Ｍバタフライ
( 年 渋谷笑子 ようか )16 SS 34.49

（標準記録 ）50.0

40.00白藤 輝 大蔵小

40.46山中 響佳 大蔵小

31 ６年男子50Ｍバタフライ
( 年 備酒康平 糸井小 )15 32.28

（標準記録 ）50.0

SS 58.08西谷拓海 ようか

32 ６年女子50Ｍバタフライ
( 年 早崎瑛里菜 大蔵小 )19 32.87

（標準記録 ）50.0

32.81◎ 小西杏奈 コスパ豊岡

34.01金納美海 竹野小

56.34福本有梨 香住小

33 中学１年男１００Ｍ自由形
1.01.22原 嘉一 コスパ豊岡

34 中学１年女１００Ｍ自由形
1.05.41児島芙優子 養父中

1.05.86伊藤ひかる コスパ豊岡

35 中学２年女１００Ｍ自由形
1.11.48山下幸代 コスパ豊岡

36 中学３年男１００Ｍ自由形
37 中学1年女１００Ｍバタフライ

1.10.24児島芙優子 養父中

1.11.02伊藤ひかる コスパ豊岡

38 中学２年女１００Ｍ平泳ぎ
1.27.95中田和花 コスパ豊岡

39 中学２年女１００Ｍ背泳ぎ
1.18.66山下幸代 コスパ豊岡

40 ３年男子５０Ｍ自由形



( 年 尾崎甲斐 豊岡小 )17 34.60

（標準記録 ）59.0

33.82◎ 村田将頌 コスパ豊岡

53.47岸本圭太 香住小

56.33守山功将 香住小

41 ３年女子５０Ｍ自由形
( 年 坂本未貴 大蔵小 )16 33.66

（標準記録 ）59.0

46.71松岡由貴穂 香住小

53.27稲葉佳由 香住小

68.52藤岡弥央里 香住小

42 ４年男子５０Ｍ自由形
( 年 尾崎甲斐 豊岡小 )18 32.31

（標準記録 ）59.0

35.26猪口堅太郎 コスパ豊岡

44.97山田皓生 香住小

43 ４年女子５０Ｍ自由形
( 年 熊田美砂 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )14 33.28

（標準記録 ）59.0

41.04川端詩織 香住小

SS 44.83田野杏奈 ようか

50.86藤岡歩乃香 香住小

51.54西川もえ 香住小

52.95小西ゆかり 香住小

44 ５年男子100Ｍ自由形
( 年 原 嘉一 コスパ豊岡 )18 1.05.89

（標準記録 ）1.41.0

45 ５年女子100Ｍ自由形
( 年 吉谷佳菜子 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )13 1.08.12

（標準記録 ）1.41.0

46 ６年男子100Ｍ自由形
( 年 桜井良 ようか )12 SS 1.03.47

（標準記録 ）1.41.0

SS 1.29.88田野雄貴 ようか

47 ６年女子100Ｍ自由形
( 年 吉谷佳菜子 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )14 1.05.08

（標準記録 ）1.41.0

48 中学１年男２００Ｍ自由形

2.11.35原 嘉一 コスパ豊岡

49 中学２年女２００Ｍ自由形
2.26.18中田和花 コスパ豊岡

50 ３年男子５０Ｍ平泳ぎ
( 年度 杉本 匠小 )14 45.80

（標準記録 ）1.09.0

51 ３年女子５０Ｍ平泳ぎ
( 年 杉山伊由 中川小 )16 45.10

（標準記録 ）1.09.0

52 ４年男子５０Ｍ平泳ぎ
( 年 清水翼 大蔵小 )12 42.74

（標準記録 ）1.09.0

45.72猪口堅太郎 コスパ豊岡

SS 48.31和田隆久 ようか

53 ４年女子５０Ｍ平泳ぎ
( 年 日下部絢美 大蔵小 )16 41.86

（標準記録 ）1.09.0

52.19福本桃子 香住小

83.63水田理麻 大屋小

54 ５年男子１００M平泳ぎ
( 年 岡田壮一郎 ようか )8 SS 1.24.60

（標準記録 ）1.58.5

55 ５年女子１００M平泳ぎ
（ 年 村尾仁美 日高小 )10 1.26.44

（標準記録 ）1.58.5

56 ６年男子１００M平泳ぎ
( 年 岡田壮一郎 ようか )9 SS 1.20.21

（標準記録 ）1.58.5

1.21.73猪口慎ノ介 コスパ豊岡

57 ６年女子１００M平泳ぎ
( 年 増田佳苗 コスパ豊岡 )16 1.23.42

（標準記録 ）1.58.5

1.51.36水田佳菜 大屋小

58 ３年男子100Mメドレー
( 年 渋谷鉄人 三方 )19 1.23.84

（標準記録 ）2.10.0

1.31.59伊崎晃平 コスパ豊岡

59 ３年女子100Mメドレー



( 年 小西伶実 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )15 1.22.68

（標準記録 ）2.10.0

1.34.08金納友海 竹野小

1.59.50野村美紅 コスパ豊岡

60 ４年男子100Mメドレー
( 年 尾崎遼太郎 ｱｳﾞｧﾝｽ豊岡 )15 1.20.87

（標準記録 ）2.10.0

1.17.80◎ 渋谷鉄人 三方小

SS 1.36.65和田隆久 ようか

SS 1.41.48川戸浩輝 ようか

61 ４年女子100Mメドレー
( 年 小西伶実 コスパ豊岡 )16 1.18.11

（標準記録 ）2.10.0

1.30.97小西芹奈 コスパ豊岡

62 ５年男子100Mメドレー
（ 年 杉本匠 コスパ豊岡 )16 1.15.41

（標準記録 ）1.45.0

1.19.75伊崎真一郎 コスパ豊岡

1.23.07村田将傑 コスパ豊岡

63 ５年女子100Mメドレー
( 年 小西杏奈 コスパ豊岡 )19 1.16.59

（標準記録 ）1.45.0

64 ６年男子100Mメドレー
( 年 岡田壮一郎 ようか )9 SS 1.13.14

（標準記録 ）1.45.0

1.14.91尾崎甲斐 豊岡小

SS 1.33.06川戸将稔 ようか

65 ６年女子100Mメドレー
( 年 小西伶実 コスパ豊岡 )18 1.12.98

（標準記録 ）1.45.0

1.20.25金納美海 竹野小

1.24.17衣川萌々香 コスパ豊岡

1.25.73増田美菜 コスパ豊岡

66 中学３年男２００Ｍ個人メドレー
67 ３年男子１００Ｍリレー

（ 年 ようか )8 SS 1.14.95

（標準記録 ）1.35.0

68 ３年女子１００Ｍリレー

(５年 東河小 )1.20.0

（標準記録 ）1.35.0

69 ４年男子１００Ｍリレー
（ 年 ようか )9 SS 1.05.49

（標準記録 ）1.35.0

70 ４年女子１００Ｍリレー
( 年 ようか )11 SS 1.09.51

（標準記録 ）1.35.0

1.26.25香住小学校Ａ

1.39.05香住小学校Ｂ

71 ５年男子２００Ｍリレー
（ 年 ようか )10 SS 2.14.82

（標準記録 ）3.08.0

72 ５年女子２００Ｍリレー
( 年 ようか )12 SS 2.20.75

（標準記録 ）3.08.0

2.39.59大蔵小５年

73 ６年男子２００Ｍリレー
( 年 ようか )11 SS 2.05.83

（標準記録 ）3.08.0

2.13.45コスパ豊岡 オープン

74 ６年女子２００Ｍリレー
( 年 ようか )11 SS 2.18.89

（標準記録 ）3.08.0

2.30.90竹野小

2.50.50香住小学校


