
ニチレイチャレンジ特別泳力検定会登録団体別申込種目一覧表

28041
氏名: カナ: 学校:No.:

望海中学
性別: 申込種目:

中村　魁人           ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ             中学（3）1 男子 個人メドレー  100m １５～１９歳

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m １５～１９歳

大畑　　陸           ｵｵﾊﾀ ﾘｸ              中学（3）3 男子 個人メドレー  100m １５～１９歳

中学（3）4 男子 個人メドレー  200m １５～１９歳

田中　翔大           ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ             中学（3）5 男子 個人メドレー  100m １５～１９歳

中学（3）6 男子 個人メドレー  200m １５～１９歳

泉　　綾人           ｲｽﾞﾐ ｱﾔﾄ             中学（3）7 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

中学（3）8 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

安藤　　真           ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ            中学（3）9 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

中学（3）10 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

倉八　　周           ｸﾗﾊﾁ ｱﾏﾈ             中学（3）11 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（3）12 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

岡　　勇希           ｵｶ ﾕｳｷ               中学（2）13 男子 背泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（2）14 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

岸本　　潮           ｷｼﾓﾄ ｳｼｵ             中学（2）15 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）16 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

道林　正太           ﾐﾁﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ          中学（2）17 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）18 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

伊勢　竜斗           ｲｾ ﾘｭｳﾄ              中学（2）19 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）20 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

遠藤　　稜           ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ            中学（2）21 男子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（2）22 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

増田　啓吾           ﾏｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ            中学（2）23 男子 背泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（2）24 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

長田　昂大           ｵｻﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ            中学（1）25 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）26 男子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

大畑　　元           ｵｵﾊﾀ ｹﾞﾝ             中学（1）27 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）28 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

田中　佑樹           ﾀﾅｶ ﾕｳｷ              中学（1）29 男子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（1）30 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

瀨戸　和貴           ｾﾄ ｶｽﾞｷ              中学（1）31 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）32 男子 背泳ぎ   50m １３～１４歳

幸王　郁斗           ｺｳｵｳ ｲｸﾄ             中学（1）33 男子 背泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（1）34 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

松隈　　樹           ﾏﾂｸﾏ ｲﾂｷ             中学（3）35 女子 個人メドレー  100m １５～１９歳

中学（3）36 女子 個人メドレー  200m １５～１９歳

藤井　菜帆           ﾌｼﾞｲ ﾅﾎ              中学（3）37 女子 個人メドレー  100m １５～１９歳

中学（3）38 女子 個人メドレー  200m １５～１９歳

島田こころ           ｼﾏﾀﾞ ｺｺﾛ             中学（3）39 女子 個人メドレー  100m １５～１９歳

中学（3）40 女子 個人メドレー  200m １５～１９歳

中迫　優衣           ﾅｶｻｺ ﾕｲ              中学（3）41 女子 自由形   50m １５～１９歳

中学（3）42 女子 個人メドレー  100m １５～１９歳

川瀬　満希           ｶﾜｾ ﾐﾂｷ              中学（2）43 女子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）44 女子 個人メドレー  200m １３～１４歳

玉木　奏里           ﾀﾏｷ ｶﾅﾘ              中学（1）45 女子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）46 女子 個人メドレー  100m １３～１４歳

28049
氏名: カナ: 学校:No.:

朝霧中学
性別: 申込種目:
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樽屋　幸汰           ﾀﾙﾔ ｺｳﾀ              中学（2）1 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

南谷　和志           ﾐﾅﾐﾀﾆ ｶｽﾞｼ           中学（2）3 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

山下　優史           ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ            中学（2）5 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）6 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

南谷　明香           ﾐﾅﾐﾀﾆ ｱｽｶ            中学（3）7 女子 個人メドレー  100m １５～１９歳

中学（3）8 女子 個人メドレー  200m １５～１９歳

28065
氏名: カナ: 学校:No.:

二見中学
性別: 申込種目:

山本　将也           ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ             中学（2）1 男子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

吉岡　大吾           ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ           中学（2）2 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）3 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

井上　尚紀           ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ             中学（2）4 男子 背泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（2）5 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

角野　智哉           ｽﾐﾉ ﾄﾓﾔ              中学（1）6 男子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（1）7 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

木村　元春           ｷﾑﾗ ﾓﾄﾊﾙ             中学（1）8 男子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（1）9 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

田中　大貴           ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ             中学（1）10 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）11 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

立花　唯翔           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｲﾄ            中学（1）12 男子 背泳ぎ   50m １１～１２歳

中学（1）13 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

原田　鈴平           ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ           中学（1）14 男子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

中学（1）15 男子 個人メドレー  100m １１～１２歳

井川　梨帆           ｲｶﾜ ﾘﾎ               中学（2）16 女子 バタフライ   50m １３～１４歳

中学（2）17 女子 個人メドレー  100m １３～１４歳

廣田　璃子           ﾋﾛﾀ ﾘｺ               中学（2）18 女子 自由形   50m １３～１４歳

中野　汐那           ﾅｶﾉ ｼｵﾅ              中学（1）19 女子 自由形   25m １３～１４歳

中学（1）20 女子 自由形   50m １３～１４歳

髙田帆乃香           ﾀｶﾀ ﾎﾉｶ              中学（1）21 女子 自由形   25m １３～１４歳

中学（1）22 女子 自由形   50m １３～１４歳

掛川　紗里           ｶｹｶﾞﾜ ｻﾘ             中学（1）23 女子 自由形   25m １１～１２歳

中学（1）24 女子 自由形   50m １１～１２歳

横山　未結           ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ              中学（1）25 女子 個人メドレー  100m １１～１２歳

中学（1）26 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

28089
氏名: カナ: 学校:No.:

野々池中学
性別: 申込種目:

岸部　美紅           ｷｼﾍﾞ ﾐｸ              中学（2）1 女子 個人メドレー  100m １３～１４歳

中学（2）2 女子 個人メドレー  200m １３～１４歳

28096
氏名: カナ: 学校:No.:

衣川中学
性別: 申込種目:

小川　倖輝           ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ             中学（2）1 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）2 男子 バタフライ   50m １３～１４歳

28237
氏名: カナ: 学校:No.:

江井島中学
性別: 申込種目:

中原　梓沙           ﾅｶﾊﾗ ｱｽﾞｻ            中学（3）1 女子 背泳ぎ   50m １５～１９歳

中学（3）2 女子 個人メドレー  200m １５～１９歳
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28318
氏名: カナ: 学校:No.:

明石北高校
性別: 申込種目:

川元　皓貴           ｶﾜﾓﾄ ｺｳｷ             高校（1）1 男子 自由形   50m １５～１９歳

高校（1）2 男子 個人メドレー  200m １５～１９歳

橋本　佳樹           ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ             高校（1）3 男子 バタフライ   50m １５～１９歳

高校（1）4 男子 個人メドレー  200m １５～１９歳

米田　航介           ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｽｹ            高校（1）5 男子 平泳ぎ   50m １５～１９歳

高校（1）6 男子 個人メドレー  200m １５～１９歳

28369
氏名: カナ: 学校:No.:

県立明石高校
性別: 申込種目:

岸部　太誠           ｷｼﾍﾞ ﾀｲｾｲ            高校（1）1 男子 個人メドレー  100m １５～１９歳

高校（1）2 男子 個人メドレー  200m １５～１９歳

28396
氏名: カナ: 学校:No.:

明石城西高校
性別: 申込種目:

中谷　友香           ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓｶ             高校（1）1 女子 個人メドレー  100m １５～１９歳

高校（1）2 女子 個人メドレー  200m １５～１９歳

仲西　　瞳           ﾅｶﾆｼ ﾋﾄﾐ             高校（1）3 女子 バタフライ   50m １５～１９歳

高校（1）4 女子 個人メドレー  200m １５～１９歳

28697
氏名: カナ: 学校:No.:

神大附明石中
性別: 申込種目:

中村　紗彩           ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ             中学（3）1 女子 個人メドレー  100m １５～１９歳

中学（3）2 女子 個人メドレー  200m １５～１９歳

28767
氏名: カナ: 学校:No.:

関西電力姫路
性別: 申込種目:

村田　善紀           ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ             一般1 男子 バタフライ   25m ５０～５９歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ５０～５９歳

28848
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ姫路
性別: 申込種目:

去来川慶一郎         ｲｻｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ         高校（1）1 男子 平泳ぎ   50m １５～１９歳

高校（1）2 男子 個人メドレー  200m １５～１９歳

岩城　拓海           ｲﾜｷ ﾀｸﾐ              中学（1）3 男子 バタフライ   50m １３～１４歳

中学（1）4 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

山岡　稜司           ﾔﾏｵｶ ﾘｮｳｼﾞ           中学（1）5 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）6 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

山川　　真           ﾔﾏｶﾜ ﾏｺﾄ             小学（6）7 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）8 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

上元　郁弥           ｳｴﾓﾄ ﾌﾐﾔ             小学（5）9 男子 背泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（5）10 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

藤原　大輝           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲｷ            小学（5）11 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）12 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

小笹　晴生           ｺｻｻ ﾊﾙｷ              小学（5）13 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（5）14 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

橋中　将躍           ﾊｼﾅｶ ﾏｻﾔ             小学（4）15 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）16 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

福田　光希           ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂｷ             小学（4）17 男子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）18 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

林　　亮太           ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ             小学（4）19 男子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）20 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳
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藤原　勇翔           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ            小学（3）21 男子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（3）22 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

藤田　　恵           ﾌｼﾞﾀ ﾒｸﾞﾐ            中学（2）23 女子 背泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（2）24 女子 個人メドレー  200m １３～１４歳

八木さくら           ﾔｷﾞ ｻｸﾗ              中学（2）25 女子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（2）26 女子 個人メドレー  200m １３～１４歳

立野　真衣           ﾀﾁﾉ ﾏｲ               中学（1）27 女子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）28 女子 個人メドレー  200m １３～１４歳

吉岡怜緒菜           ﾖｼｵｶ ﾚｵﾅ             中学（1）29 女子 バタフライ   50m １３～１４歳

中学（1）30 女子 個人メドレー  200m １３～１４歳

川植　未夢           ｶﾜｳｴ ﾐﾕ              小学（6）31 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）32 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

梅本　優花           ｳﾒﾓﾄ ﾕｳｶ             小学（6）33 女子 バタフライ   50m １１～１２歳

小学（6）34 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

山﨑　真衣           ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｲ             小学（6）35 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）36 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

田頭　　樹           ﾀｶﾞｼﾗ ｲﾂｷ            小学（6）37 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）38 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

宮前　咲乃           ﾐﾔﾏｴ ｻｷﾉ             小学（6）39 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）40 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

大塚　菜智           ｵｵﾂｶ ﾅﾁ              小学（5）41 女子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（5）42 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

樋口　絢音           ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ             小学（5）43 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）44 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

井上はるき           ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ             小学（4）45 女子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）46 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

竹中　杏羽           ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ            小学（4）47 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）48 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

山﨑　彩花           ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ            小学（4）49 女子 バタフライ   50m ９～１０歳

小学（4）50 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

衣笠　海音           ｷﾇｶﾞｻ ｱﾏﾈ            小学（4）51 女子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）52 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

田頭　樹奈           ﾀｶﾞｼﾗ ﾅﾅ             小学（3）53 女子 バタフライ   50m ９～１０歳

小学（3）54 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

宮前　幸奈           ﾐﾔﾏｴ ﾕｷﾅ             小学（3）55 女子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（3）56 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

井上　なつ           ｲﾉｳｴ ﾅﾂ              小学（2）57 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）58 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別: 申込種目:

志儀　結太           ｼｷﾞ ﾕｳﾀ              小学（2）1 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）2 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

木野内克哉           ｷﾉｳﾁ ｶﾂﾔ             小学（2）3 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）4 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

高宮　英成           ﾀｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾅﾘ           小学（2）5 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）6 男子 背泳ぎ   50m ７～８歳

竹内　勇希           ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ             小学（2）7 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）8 男子 背泳ぎ   50m ７～８歳

山崎　海璃           ﾔﾏｻｷ ｶｲﾘ             小学（1）9 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（1）10 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

馬屋原草太           ﾏﾔﾊﾗ ｿｳﾀ             小学（1）11 男子 自由形   50m ７～８歳
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馬屋原草太           ﾏﾔﾊﾗ ｿｳﾀ             小学（1）12 男子 背泳ぎ   50m ７～８歳

古川　仁翔           ﾌﾙｶﾜ ｼﾞﾝﾄ            小学（1）13 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（1）14 男子 背泳ぎ   50m ７～８歳

森田　海里           ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ              小学（1）15 男子 自由形   50m ６歳以下

小学（1）16 男子 背泳ぎ   50m ６歳以下

森田　安純           ﾓﾘﾀ ｱｽﾞﾐ             小学（2）17 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）18 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

佐伯　愛咲           ｻｴｷ ﾏﾅｴ              小学（2）19 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）20 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

庄司　彩花           ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ            小学（2）21 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）22 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

西嶋　栞菜           ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾝﾅ            小学（2）23 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）24 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

兵庫　由萌           ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ             小学（2）25 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）26 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

木村　栞夏           ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ              幼児27 女子 自由形   50m ６歳以下

幼児28 女子 平泳ぎ   50m ６歳以下

28883
氏名: カナ: 学校:No.:

こうでら
性別: 申込種目:

原　　優介           ﾊﾗ ﾕｳｽｹ              小学（5）1 男子 背泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（5）2 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

福本　竜也           ﾌｸﾓﾄ ﾘｭｳﾔ            小学（4）3 男子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）4 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

森川　智陽           ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾔ             小学（3）5 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）6 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

石垣　凜斗           ｲｼｶﾞｷ ﾘﾝﾄ            小学（3）7 男子 バタフライ   50m ９～１０歳

小学（3）8 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

原　　諒成           ﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ             小学（3）9 男子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（3）10 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

上田　眞陽           ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ             小学（3）11 男子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（3）12 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

原　　正磨           ﾊﾗ ｼｮｳﾏ              小学（2）13 男子 平泳ぎ   50m ７～８歳

小学（2）14 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

福田　怜央           ﾌｸﾀﾞ ﾚｵ              小学（2）15 男子 平泳ぎ   50m ７～８歳

小学（2）16 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

和田　基生           ﾜﾀﾞ ﾓﾄｷ              小学（1）17 男子 自由形   50m ６歳以下

小学（1）18 男子 個人メドレー  200m ６歳以下

福田　莉子           ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ              小学（4）19 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）20 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

和田　杏優           ﾜﾀﾞ ｱﾕ               小学（3）21 女子 背泳ぎ   50m ７～８歳

小学（3）22 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

岡崎　　佳           ｵｶｻﾞｷ ｹｲ             小学（2）23 女子 バタフライ   50m ７～８歳

小学（2）24 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

佐々木ルル           ｻｻｷ ﾙﾙ               小学（2）25 女子 平泳ぎ   50m ７～８歳

小学（2）26 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

黒田　澄音           ｸﾛﾀﾞ ｽﾐﾈ             小学（2）27 女子 背泳ぎ   50m ７～８歳

小学（2）28 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

川村　咲葵           ｶﾜﾑﾗ ｻｷ              幼児29 女子 平泳ぎ   50m ６歳以下

幼児30 女子 個人メドレー  200m ６歳以下
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28903
氏名: カナ: 学校:No.:

神河ＳＣ
性別: 申込種目:

岩﨑　省三           ｲﾜｻｷ ｼｮｳｿﾞｳ          一般1 男子 自由形   50m ７０歳以上

一般2 男子 平泳ぎ   50m ７０歳以上

嶋田　憲吾           ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ            一般3 男子 自由形   50m ７０歳以上

一般4 男子 個人メドレー  100m ７０歳以上

田中　　章           ﾀﾅｶ ｱｷﾗ              一般5 男子 個人メドレー  100m ６０～６９歳

一般6 男子 個人メドレー  200m ６０～６９歳

木下　詠悟           ｷﾉｼﾀ ｴｲｺﾞ            小学（6）7 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）8 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

千家　　脩           ｾﾝｹﾞ ｼｭｳ             小学（6）9 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

立岩　龍門           ﾀﾃｲﾜ ﾘｮｳﾄ            小学（6）11 男子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（6）12 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

和田　海成           ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ             小学（6）13 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）14 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

竹本　響希           ﾀｹﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ            小学（5）15 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

立岩　朋純           ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ              小学（4）17 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）18 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

和田　健伸           ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ             小学（3）19 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）20 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

立岩　空夏           ﾀﾃｲﾜ ﾃﾝｶ             小学（2）21 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）22 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

藤永　尚子           ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾋｻｺ           一般23 女子 自由形   25m ５０～５９歳

一般24 女子 自由形   50m ５０～５９歳

岩城　恵子           ｲﾜｷ ｹｲｺ              一般25 女子 自由形   25m ５０～５９歳

一般26 女子 背泳ぎ   25m ５０～５９歳

中野　桂子           ﾅｶﾉ ｹｲｺ              一般27 女子 平泳ぎ   50m ４０～４９歳

一般28 女子 個人メドレー  100m ４０～４９歳

榧谷　香花           ｶﾔﾀﾆ ｺﾉｶ             小学（6）29 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）30 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

福田　由奈           ﾌｸﾀﾞ ﾕﾅ              小学（4）31 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）32 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

田川　寧音           ﾀｶﾞﾜ ﾈﾈ              小学（4）33 女子 バタフライ   50m ９～１０歳

小学（4）34 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

千家　　彩           ｾﾝｹﾞ ｻｲ              小学（4）35 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）36 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

榧谷　光莉           ｶﾔﾀﾆ ﾋｶﾘ             小学（3）37 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）38 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

田上　綾音           ﾀｶﾞﾐ ｱﾔﾈ             小学（3）39 女子 自由形   25m ９～１０歳

小学（3）40 女子 自由形   50m ９～１０歳

笹野　結月           ｻｻﾉ ﾕﾂﾞｷ             小学（3）41 女子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（3）42 女子 バタフライ   25m ９～１０歳

岩本　春菜           ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾅ             小学（3）43 女子 自由形   25m ７～８歳

小学（3）44 女子 自由形   50m ７～８歳

28909
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ山崎
性別: 申込種目:

西川　瑛人           ﾆｼｶﾜ ｴｲﾄ             中学（1）1 男子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（1）2 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳
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安井　悠人           ﾔｽｲ ﾕｳﾄ              小学（5）3 男子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（5）4 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

伊野　凌聖           ｲﾉ ﾘｮｳｾｲ             小学（5）5 男子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（5）6 男子 バタフライ   50m １１～１２歳

伴　　陸功           ﾊﾞﾝ ﾘｸ               小学（3）7 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）8 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

梅原　一颯           ｳﾒﾊﾗ ｲﾌﾞｷ            小学（2）9 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）10 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

大楽　竜世           ﾀﾞｲﾗｸ ﾘｭｳｾｲ          小学（2）11 男子 自由形   25m ７～８歳

小学（2）12 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

福井　菜月           ﾌｸｲ ﾅﾂｷ              小学（5）13 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）14 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

白谷　萌彩           ｼﾗﾀﾆ ﾓｱ              小学（5）15 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（5）16 女子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

平山　桃香           ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ             小学（3）17 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

小学（3）18 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

平山しおり           ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ             小学（1）19 女子 個人メドレー  100m ７～８歳

小学（1）20 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

28910
氏名: カナ: 学校:No.:

赤穂ＳＳ
性別: 申込種目:

蒐場　圭吾           ﾇﾀﾊﾞ ｹｲｺﾞ            小学（5）1 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）2 男子 個人メドレー  100m １１～１２歳

岸本　璃玖           ｷｼﾓﾄ ﾘｸ              小学（5）3 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（5）4 男子 個人メドレー  100m ９～１０歳

鶴亀　寛大           ﾂﾙｶﾒ ｶﾝﾀ             小学（4）5 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）6 男子 個人メドレー  100m ９～１０歳

蒐場　康太           ﾇﾀﾊﾞ ｺｳﾀ             小学（4）7 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）8 男子 個人メドレー  100m ９～１０歳

廣岡　優弥           ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ             小学（3）9 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）10 男子 個人メドレー  100m ９～１０歳

末政　拓海           ｽｴﾏｻ ﾀｸﾐ             小学（3）11 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）12 男子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

小倉　弘大           ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀ             小学（3）13 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（3）14 男子 背泳ぎ   50m ７～８歳

鶴亀　煌毅           ﾂﾙｶﾒ ｺｳｷ             小学（2）15 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）16 男子 背泳ぎ   25m ７～８歳

大川　希姫           ｵｵｶﾜ ｷｷ              小学（3）17 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）18 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

河村　　凛           ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ              小学（3）19 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）20 女子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

岸本　愛莉           ｷｼﾓﾄ ｱｲﾘ             小学（3）21 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）22 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

池田　美憂           ｲｹﾀﾞ ﾐﾕｳ             小学（3）23 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）24 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

北川　千颯           ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾊﾔ            小学（2）25 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）26 女子 背泳ぎ   25m ７～８歳

野島　瑠菜           ﾉｼﾞﾏ ﾙﾅ              小学（2）27 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）28 女子 背泳ぎ   25m ７～８歳

土谷　咲弥           ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ              小学（2）29 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）30 女子 背泳ぎ   25m ７～８歳

7/10 ページ2013年11月17日 12:25:13



ニチレイチャレンジ特別泳力検定会登録団体別申込種目一覧表

28916
氏名: カナ: 学校:No.:

洲本ＳＰ
性別: 申込種目:

松本　誠聡           ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻﾄ             中学（2）1 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）2 男子 背泳ぎ   50m １３～１４歳

玉井ひかる           ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ              小学（4）3 女子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）4 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

28951
氏名: カナ: 学校:No.:

朝霧小学
性別: 申込種目:

南谷　研志           ﾐﾅﾐﾀﾆ ｹﾝｼ            小学（6）1 男子 個人メドレー  100m １１～１２歳

小学（6）2 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

樽屋　賢汰           ﾀﾙﾔ ｹﾝﾀ              小学（5）3 男子 個人メドレー  100m １１～１２歳

小学（5）4 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

南谷　泰志           ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾀｲｼ            小学（4）5 男子 個人メドレー  100m ９～１０歳

小学（4）6 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

28954
氏名: カナ: 学校:No.:

二見北小学
性別: 申込種目:

丸田　澪音           ﾏﾙﾀ ﾚｵﾝ              小学（4）1 男子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）2 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

舌間　悠人           ｼﾀﾏ ﾊﾙﾄ              小学（3）3 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）4 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

森山　瑠々           ﾓﾘﾔﾏ ﾙﾙ              小学（6）5 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）6 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

森山　未実           ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾐ              小学（2）7 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）8 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

28955
氏名: カナ: 学校:No.:

江井島小学
性別: 申込種目:

石田　実蕗           ｲｼﾀﾞ ﾐﾌﾞｷ            小学（4）1 女子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）2 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

28959
氏名: カナ: 学校:No.:

長田水泳会
性別: 申込種目:

石原　正徳           ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ            一般1 男子 平泳ぎ   50m ３０～３９歳

一般2 男子 個人メドレー  200m ３０～３９歳

2899E
氏名: カナ: 学校:No.:

個人
性別: 申込種目:

志賀　　猛           ｼｶﾞ ﾀｹｼ              一般1 男子 自由形   25m ５０～５９歳

一般2 男子 自由形   50m ５０～５９歳

岡部　秀夫           ｵｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ            一般3 男子 自由形   50m ４０～４９歳

一般4 男子 個人メドレー  100m ４０～４９歳

畑中　和也           ﾊﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ            一般5 男子 個人メドレー  200m ４０～４９歳

島田　敏司           ｼﾏﾀﾞ ｻﾄｼ             一般6 男子 自由形   50m ４０～４９歳

一般7 男子 個人メドレー  100m ４０～４９歳

川﨑　能成           ｶﾜｻｷ ﾖｼﾅﾘ            一般8 男子 個人メドレー  200m ３０～３９歳

三木　豪人           ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ              中学（2）9 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）10 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

髙須加大和           ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ             中学（1）11 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）12 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

竹内　　柊           ﾀｹｳﾁ ｼｭｳ             中学（1）13 男子 バタフライ   50m １１～１２歳

中学（1）14 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳
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平井　佑典           ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ             中学（1）15 男子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

中学（1）16 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

三原　拓也           ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ              小学（6）17 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）18 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

近谷　優毅           ｺﾝﾔ ﾕｳｷ              小学（6）19 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）20 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

石崎　陽也           ｲｼｻﾞｷ ﾊﾙﾔ            小学（4）21 男子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

野田　一征           ﾉﾀﾞ ｲｯｾｲ             小学（4）22 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）23 男子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

竹内　　隼           ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ             小学（4）24 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

江角　星来           ｴｽﾐ ｾｲﾗ              小学（3）25 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）26 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

森田　泰生           ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ              小学（3）27 男子 平泳ぎ   50m ７～８歳

小学（3）28 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

三原　万拓           ﾐﾊﾗ ﾏﾋﾛ              小学（1）29 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（1）30 男子 平泳ぎ   50m ７～８歳

川﨑　蒼太           ｶﾜｻｷ ｿｳﾀ             小学（1）31 男子 自由形   25m ７～８歳

森田　悠太           ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ              小学（1）32 男子 背泳ぎ   50m ７～８歳

小学（1）33 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

真鍋　聖子           ﾏﾅﾍﾞ ｾｲｺ             一般34 女子 バタフライ   25m ７０歳以上

辻本　道子           ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐﾁｺ            一般35 女子 自由形   50m ６０～６９歳

一般36 女子 個人メドレー  100m ６０～６９歳

早瀬　有愛           ﾊﾔｾ ｳｲ               大学（3）37 女子 個人メドレー  200m ２０～２９歳

福本芙未香           ﾌｸﾓﾄ ﾌﾐｶ             中学（1）38 女子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）39 女子 個人メドレー  200m １３～１４歳

柴田　　悠           ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ              小学（6）40 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）41 女子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

久米　希弥           ｸﾒ ﾉｿﾞﾐ              小学（6）42 女子 背泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（6）43 女子 バタフライ   50m １１～１２歳

東原　由奈           ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾕｳﾅ           小学（6）44 女子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（6）45 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

藤田陽菜子           ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅｺ             小学（6）46 女子 自由形   25m １１～１２歳

中村　睦実           ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ             小学（5）47 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）48 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

池田明里紗           ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ             小学（5）49 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）50 女子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

田中　心直           ﾀﾅｶ ｺｺﾅ              小学（5）51 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

三木　怜奈           ﾐｷ ﾚｲﾅ               小学（5）52 女子 バタフライ   50m ９～１０歳

小学（5）53 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

城　　瑞希           ｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ            小学（4）54 女子 自由形   25m ９～１０歳

小学（4）55 女子 自由形   50m ９～１０歳

畑中あずさ           ﾊﾀﾅｶ ｱｽﾞｻ            小学（4）56 女子 自由形   25m ９～１０歳

小学（4）57 女子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

福本　陽菜           ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅﾀ             小学（3）58 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

山本　星那           ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ              小学（3）59 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）60 女子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

岡島　来実           ｵｶｼﾞﾏ ｸﾙﾐ            小学（3）61 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

小学（3）62 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

平井　咲杏           ﾋﾗｲ ｻﾅ               小学（3）63 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（3）64 女子 平泳ぎ   50m ７～８歳

山本　莉子           ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ              小学（2）65 女子 個人メドレー  100m ７～８歳
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山本　莉子           ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ              小学（2）66 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

藤田　奈央           ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ              小学（2）67 女子 個人メドレー  100m ７～８歳

衛門　果穂           ｴﾓﾝ ｶﾎ               小学（2）68 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）69 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

堂北　砂丘           ﾄﾞｳｷﾀ ｻﾗ             小学（2）70 女子 個人メドレー  100m ７～８歳

小学（2）71 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

松田　柚花           ﾏﾂﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ            小学（2）72 女子 自由形   25m ７～８歳

小学（2）73 女子 背泳ぎ   25m ７～８歳

山口愛利生           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾘｲ            幼児74 女子 自由形   50m ６歳以下

幼児75 女子 背泳ぎ   25m ６歳以下
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