
平成27年度 滋賀県高体連平成27年度 滋賀県高体連平成27年度 滋賀県高体連平成27年度 滋賀県高体連水泳専門部結果水泳専門部結果水泳専門部結果水泳専門部結果報告報告報告報告
【競泳】

近畿高校選手権水泳競技大会近畿高校選手権水泳競技大会近畿高校選手権水泳競技大会近畿高校選手権水泳競技大会

期日 ７月２３日（木）～２５日（土）

会場 神戸ポートアイランドスポーツセンター

記録 男子100m自由形 中村 海渡（比叡山 ３年）

予選 １位 ５２．３０ ｲﾝﾊｲ突破

決勝 優勝 ５１．７３ ｲﾝﾊｲ突破

男子100m背泳ぎ 中村 夏樹（草津東 ２年）

予選 ４位 ５８．２０ ｲﾝﾊｲ突破

決勝 ４位 ５８．１２ ｲﾝﾊｲ突破

男子200m自由形 中村 海渡（比叡山 ３年）

予選 ３位 １：５３．３１ ｲﾝﾊｲ突破

決勝 ５位 １：５２．９４ ｲﾝﾊｲ突破

女子200m背泳ぎ 土田 美典（草津東 １年）

予選 ８位 ２：１９．１４ ｲﾝﾊｲ突破

決勝 ７位 ２：２１．８６

男子200m背泳ぎ 井上 翔一（比叡山 ３年）

予選１６位 ２：０８．２８ ｲﾝﾊｲ突破

男子200m背泳ぎ 中村 夏樹（草津東 ２年）

予選 ７位 ２：０７．３８ ｲﾝﾊｲ突破

決勝 ５位 ２：０７．０９ ｲﾝﾊｲ突破

男子100m平泳ぎ 大塚 陽平（比叡山 ３年）

予選 ４位 １：０４．７５ ｲﾝﾊｲ突破

決勝 ６位 １：０４．８２ ｲﾝﾊｲ突破

男子400mメドレーリレー 比叡山高校

（井上・大塚・中村海・徳田）

予選１０位 ３：５６．２１ ｲﾝﾊｲ突破

第１泳者 井上 翔一

１：０１．２７

男子800mリレー 比叡山高校

（中村智・中村海・井上・徳田）

予選１１位 ７：４９．２４ ｲﾝﾊｲ突破

第１泳者 中村 智也

１：５８．９９

インターハイ出場権獲得インターハイ出場権獲得インターハイ出場権獲得インターハイ出場権獲得

※個人５名７種目 リレー２種目※個人５名７種目 リレー２種目※個人５名７種目 リレー２種目※個人５名７種目 リレー２種目

全国高校総体全国高校総体全国高校総体全国高校総体

期日 ８月１７日（月）～２０日（木）

会場 京都アクアリーナ

記録 男子200m自由形 中村 海渡（比叡山 ３年）

予選 13/56位 １：５２．６９

県新・県高新

男子100m背泳ぎ 中村 夏樹（草津東 ２年)

予選 27/60位 ５８．８１

男子100m自由形 中村 海渡（比叡山 ３年）

予選 2/70位 ５１．６３

県新・県高新

決勝 ２位決勝 ２位決勝 ２位決勝 ２位 ５１．６４

女子200m背泳ぎ 土田 美典（草津東 １年）

予選 37/50位 ２：２０．９４

男子200m背泳ぎ 井上 翔一（比叡山 ３年）

予選 46/59位 ２：０９．６３

男子200m背泳ぎ 中村 夏樹（草津東 ２年）

予選 29/59位 ２：０７．６５

男子100m平泳ぎ 大塚 陽平（比叡山 ３年）

予選 51/62位 １：０５．５６

男子400mメドレーリレー 比叡山高校

（井上・大塚・清野・徳田）

予選 56/76位 ３：５９．３５

第１泳者 井上 翔一 １：０１．２３

男子800mリレー 比叡山高校

（中村海・中村智・徳田・井上）

予選 35/70位 ７：４９．７６

第１泳者 中村 海渡 １：５３．３６

※個人５名７種目 リレー２種目 計８名※個人５名７種目 リレー２種目 計８名※個人５名７種目 リレー２種目 計８名※個人５名７種目 リレー２種目 計８名

国民体育大会国民体育大会国民体育大会国民体育大会

期日 ９月１１日（金）～１３日（日）

会場 和歌山県秋葉山公園県民水泳場

記録 少女Ａ100m背泳ぎ 土田 美典（草津東 １年）

予選 19/20位 ２：２０．６１

少男Ａ200m背泳ぎ 中村 夏樹（草津東 ２年）

予選 12/18位 ２：０７．７３

少男Ａ100m自由形 中村 海渡（比叡山３年）

予選 6/31位 ５１．６９

決勝 ７位決勝 ７位決勝 ７位決勝 ７位 ５１．８８

少男Ａ 50m自由形 中村 海渡（比叡山３年）

予選 14/27位 ２４．２３

県高新

少男Ａ400mメドレーリレー

（中村夏【草津東】・大塚【比叡山】・川部【近江兄弟社】・中村海【比叡山】）

予選 13/22位 ３：５０．９３

県高新

第１泳者 中村 夏樹 ５８．３２

※個人３名４種目 リレー１種目 計５名※個人３名４種目 リレー１種目 計５名※個人３名４種目 リレー１種目 計５名※個人３名４種目 リレー１種目 計５名

強化合宿強化合宿強化合宿強化合宿

期日 ６月２７日（土）～２８日（日）

会場 彦根総合運動場スイミングセンター

近畿大会出場者



【飛込】

春季総合体育大会春季総合体育大会春季総合体育大会春季総合体育大会

期日 ６月７日（日）

会場 彦根スイミングセンター

男子 飛板飛込 出場者なし

男子 高 飛 込 出場者なし

女子 飛板飛込 優勝 有元 柊琴（彦根翔陽３年）

１９２．５５点

２位 北村 志穂（彦根翔陽２年）

１４９．５０点

３位 日比野朱里（彦根翔陽１年）

１４７．６０点

女子 高 飛 込 優勝 有元 柊琴（彦根翔陽３年）

２０７．９５点

２位 日比野朱里（彦根翔陽１年）

１５６．５０点

３位 島根 麗（近江 １年）

１３４．５５点

女子総合 優勝 彦根翔陽高校（３年連続 ３回目）

県高校選手権兼近畿大会滋賀県予選県高校選手権兼近畿大会滋賀県予選県高校選手権兼近畿大会滋賀県予選県高校選手権兼近畿大会滋賀県予選

期日 ６月１４日（日）

会場 彦根スイミングセンター

男子 飛板飛込 出場者なし

男子 高 飛 込 出場者なし

女子 飛板飛込 優勝 有元 柊琴（彦根翔陽３年）

３１８．０５点

２位 日比野朱里（彦根翔陽１年）

２３３．４０点

３位 住田 春菜（近江 ３年）

２２７．５０点

女子 高 飛 込 優勝 有元 柊琴（彦根翔陽３年）

３３４．８５点

２位 日比野朱里（彦根翔陽１年）

２３９．６５点

３位 島根 麗（近江 １年）

１９８．００点

女子総合 優勝 彦根翔陽高校（３年連続 ３回目）

秋季総合体育大会秋季総合体育大会秋季総合体育大会秋季総合体育大会

期日 ９月６日（日）

会場 彦根スイミングセンター

男子 飛板飛込 出場者なし

男子 高 飛 込 出場者なし

女子 飛板飛込 優勝 日比野朱里（彦根翔陽１年）

１７２．４０点

２位 島根 麗（近江 １年）

１３９．１０点

女子 高 飛 込 優勝 日比野朱里（彦根翔陽１年）

１５７．１０点

２位 島根 麗（近江 １年）

１２３．５０点

女子総合 優勝 彦根翔陽高校（３年連続 ３回目）

近畿高校選手権水泳競技大会近畿高校選手権水泳競技大会近畿高校選手権水泳競技大会近畿高校選手権水泳競技大会

期日 ７月２０日（月）

会場 大阪プール

女子 飛板飛込 ５位 有元 柊琴（彦根翔陽３年）

３４６．３０点

インターハイ出場

女子 高 飛 込 ５位 有元 柊琴（彦根翔陽３年）

３４８．７０点

インターハイ出場

全国高校総体全国高校総体全国高校総体全国高校総体

期日 ８月１７日（月）～２０日（木）

会場 京都アクアリーナ

女子 飛板飛込 有元 柊琴（彦根翔陽３年）

１８９．３０点 ２１／３３位

女子 高 飛 込 有元 柊琴（彦根翔陽３年）

２０３．３０点 １７／３２位

国民体育大会国民体育大会国民体育大会国民体育大会

期日 ９月１１日（金）～１２日（土）

会場 大阪門真スポーツセンター

女子 飛板飛込 有元 柊琴（彦根翔陽３年）

１８６．４５点 １７／２０位

女子 高 飛 込 有元 柊琴（彦根翔陽３年）

２１２．５０点 １２／２１位



【水球】

春季総合体育大会春季総合体育大会春季総合体育大会春季総合体育大会

期日 ６月７日（日）

会場 彦根スイミングセンター

１位 長浜北星（３８年連続３８回目）

２位 瀬田工業

県高校選手権兼近畿大会滋賀県予選県高校選手権兼近畿大会滋賀県予選県高校選手権兼近畿大会滋賀県予選県高校選手権兼近畿大会滋賀県予選

期日 ６月２１日（日）

会場 彦根スイミングセンター

１位 長浜北星（３８年連続３８回目）

２位 瀬田工業

秋季総合体育大会秋季総合体育大会秋季総合体育大会秋季総合体育大会

期日 ８月３０日（日）

会場 彦根スイミングセンター

１位 長浜北星（９年連続３３回目）

２位 瀬田工業・虎姫・国際情報合同

近畿高校選手権水泳競技大会近畿高校選手権水泳競技大会近畿高校選手権水泳競技大会近畿高校選手権水泳競技大会

期日 ７月２３日（木）～２４日（金）

会場 兵庫県尼崎スポーツの森

結果 １回戦 瀬田工業 1－35 茨 木（大 阪）

長浜北星 シード

２回戦 長浜北星 19－ 2 茨 木（大 阪）

準決勝 長浜北星 15－ 4 今 宮（大 阪）

決 勝 長浜北星 10－ 5 向 陽（和歌山）

※優勝（１５年ぶり１０回目）※優勝（１５年ぶり１０回目）※優勝（１５年ぶり１０回目）※優勝（１５年ぶり１０回目）

インターハイ出場インターハイ出場インターハイ出場インターハイ出場

全国高校総体全国高校総体全国高校総体全国高校総体

期日 ８月１７日（月）～２０日（木）

会場 大阪プール

結果 ２回戦

長浜北星 15－ 6 福岡工業（福岡県）

準々決勝

長浜北星 12－13 鹿児島南（鹿児島県）

ベスト８ベスト８ベスト８ベスト８

国体近畿ブロック大会国体近畿ブロック大会国体近畿ブロック大会国体近畿ブロック大会

期日 ８月１日（土）～２日（日）

会場 大阪プール

総当たりリーグ 滋 賀 34－ 0 奈 良

滋 賀 21－ 9 兵 庫

滋 賀 15－ 4 大 阪

滋 賀 12－ 10 京 都

４勝０敗

※優勝 国民体育大会出場※優勝 国民体育大会出場※優勝 国民体育大会出場※優勝 国民体育大会出場

国民体育大会国民体育大会国民体育大会国民体育大会

期日 ９月７日（月）～９日（水）

会場 和歌山県秋葉山公園県民水泳場

予選トーナメント

１回戦 滋賀 17 － 6 青 森

準々決勝 滋賀 7 － 25 埼 玉

５～８位決定予備戦 滋賀 7 － 11 岐 阜

７・８位決定戦 滋賀 8 － 12 大 分

８位８位８位８位


