
男子   25m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

建石　　隼            ﾀﾃｲｼ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ宝塚 幼児1 28829

吉村　淳平            ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            コナミ三田 幼児2 28860

桐月　悠真            ｷﾘﾂﾞｷ ﾕｳﾏ               神河ＳＣ 小学（4）3 28903

藤原　悠吏            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ               神河ＳＣ 小学（1）4 28903

木下　優和            ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ                神河ＳＣ 小学（2）5 28903

藤原　靖司            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ               神河ＳＣ 一般6 28903

藤﨑靖一郎            ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｲﾁﾛｳ            チームＦ 一般7 28A01

中村　修也 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾔ 貴志中学 中学（1）8 30323

藤本　蒼空 ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ 貴志中学 中学（2）9 30323
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男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

岩永　　称            ｲﾜﾅｶﾞ ｼｮｳ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）1 28829

小寺　海輝            ｺﾃﾗ ｶｲｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）2 28829

川瀬　正浩            ｶﾜｾ ﾏｻﾋﾛ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）3 28829

中道　涼聖            ﾅｶﾐﾁ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 小学（3）4 28829

具志　一諒            ｸﾞｼ ｶｽﾞｱｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（4）5 28829

増尾　海人            ﾏｽｵ ｶｲﾄ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）6 28829

向藤原希好            ﾑｺｳﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾖｼ            ＪＳＳ宝塚 小学（5）7 28829

重森　　丈            ｼｹﾞﾓﾘ ｼﾞｮｳ              ＪＳＳ宝塚 幼児8 28829

株元　智久            ｶﾌﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ              ＪＳＳ宝塚 小学（3）9 28829

奥井　晶稀            ｵｸｲ ﾏｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）10 28829

宮城隆之介            ﾐﾔｷﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＪＳＳ宝塚 幼児11 28829

穴口　海斗            ｱﾅｸﾞﾁ ｶｲﾄ               ＪＳＳ宝塚 中学（1）12 28829

赤坂　侑真            ｱｶｻｶ ﾕｳﾏ                ＪＳＳ宝塚 小学（1）13 28829

秋元　亮志            ｱｷﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ              コナミ三田 幼児14 28860

吉村　淳平            ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            コナミ三田 幼児15 28860

森田　海里            ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ                 コナミ三田 小学（2）16 28860

土屋航太郎            ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ               コナミ三田 小学（5）17 28860

越智　健心            ｵﾁ ｹﾝｼﾝ                 コナミ三田 小学（5）18 28860

渡邊　晴斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ               コナミ三田 幼児19 28860

岩松　範斗            ｲﾜﾏﾂ ﾊﾝﾄ                コナミ三田 幼児20 28860

米田　知輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ                コナミ三田 幼児21 28860

大島　悠睦            ｵｵｼﾏ ﾋｻﾄｷ               コナミ三田 小学（1）22 28860

木野内克哉            ｷﾉｳﾁ ｶﾂﾔ                コナミ三田 小学（3）23 28860

山﨑　海璃            ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ               コナミ三田 小学（2）24 28860

米田　大輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ                コナミ三田 小学（5）25 28860

田中　翔大            ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ                MacS武庫川 小学（3）26 28881

松岡　颯汰            ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ                MacS武庫川 小学（4）27 28881

宮田　一駿            ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾄｼ               MacS武庫川 小学（4）28 28881

田中　駿真            ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ                MacS武庫川 小学（6）29 28881

宇野　　陸            ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ                 MacS武庫川 小学（5）30 28881

大野　佑太            ｵｵﾉ ﾕｳﾀ                 MacS武庫川 小学（5）31 28881

松居　泰雅            ﾏﾂｲ ﾀｲｶﾞ                MacS武庫川 小学（5）32 28881

本岡　　侑            ﾓﾄｵｶ ﾕｳ                 MacS武庫川 小学（3）33 28881

和田　海成            ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ                神河ＳＣ 中学（1）34 28903

立岩　空夏            ﾀﾃｲﾜ ﾃﾝｶ                神河ＳＣ 小学（3）35 28903

桐月　悠真            ｷﾘﾂﾞｷ ﾕｳﾏ               神河ＳＣ 小学（4）36 28903

木下　琉暉            ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｷ               神河ＳＣ 小学（4）37 28903

和田　健伸            ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ                神河ＳＣ 小学（4）38 28903

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 神河ＳＣ 小学（5）39 28903

藤原　悠吏            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ               神河ＳＣ 小学（1）40 28903

藤原　靖司            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ               神河ＳＣ 一般41 28903

木下　詠悟            ｷﾉｼﾀ ｴｲｺﾞ               神河ＳＣ 中学（1）42 28903

島田　敏司            ｼﾏﾀﾞ ｻﾄｼ                個人 一般43 2899E

小松　天斗            ｺﾏﾂ ﾀｶﾄ                 個人 中学（1）44 2899E

前田　駿太            ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ               個人 小学（5）45 2899E

平野　秀和            ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ              個人 小学（4）46 2899E

藤﨑靖一郎            ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｲﾁﾛｳ            チームＦ 一般47 28A01

藤本　蒼空 ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ 貴志中学 中学（2）48 30323

瓜生田航平 ｳﾘｳﾀﾞ ｺｳﾍｲ 貴志中学 中学（2）49 30323
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男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

谷口　達也 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 貴志中学 中学（1）50 30323

福山　雄大 ﾌｸﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 貴志中学 中学（1）51 30323

藤崎　竜貴 ﾌｼﾞｻｷ ﾘｭｳｷ 貴志中学 中学（2）52 30323

中野　亮太 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 貴志中学 中学（2）53 30323

大西　真生 ｵｵﾆｼ ﾏｵ 貴志中学 中学（1）54 30323

新谷　侑太 ｼﾝﾀﾆ ﾕｳﾀ 貴志中学 中学（2）55 30323

森井　海貴 ﾓﾘｲ ｶｲｷ 河北中学 中学（1）56 30A01

四至本龍輝 ｼｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 河北中学 中学（2）57 30A01
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男子   25m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

建石　　隼            ﾀﾃｲｼ ﾊﾔﾄ                ＪＳＳ宝塚 幼児1 28829

岡本隼之介            ｵｶﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ             ＪＳＳ宝塚 幼児2 28829

渡邊　晴斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ               コナミ三田 幼児3 28860

岩松　範斗            ｲﾜﾏﾂ ﾊﾝﾄ                コナミ三田 幼児4 28860

秋元　亮志            ｱｷﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ              コナミ三田 幼児5 28860
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男子   50m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

勝　光史朗            ｶﾂ ｺｳｼﾛｳ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）1 28829

宮城隆之介            ﾐﾔｷﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             ＪＳＳ宝塚 幼児2 28829

竹内　勇希            ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ                コナミ三田 小学（3）3 28860

馬屋原草太            ﾏﾔﾊﾗ ｿｳﾀ                コナミ三田 小学（2）4 28860

水谷　修大            ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ              コナミ三田 小学（1）5 28860

福田　晶斗            ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ                コナミ三田 小学（4）6 28860

宇野　　陸            ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ                 MacS武庫川 小学（5）7 28881

岡本　稜久            ｵｶﾓﾄ ﾘｸ                 MacS武庫川 小学（5）8 28881

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               MacS武庫川 小学（4）9 28881

袖野　椋可            ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ               MacS武庫川 小学（5）10 28881

木下　琉暉            ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｷ               神河ＳＣ 小学（4）11 28903

小松　天斗            ｺﾏﾂ ﾀｶﾄ                 個人 中学（1）12 2899E

秀井　千浩 ﾋﾃﾞｲ ﾁﾋﾛ 貴志中学 中学（2）13 30323
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男子   25m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

岡本隼之介            ｵｶﾓﾄ ｼｭﾝﾉｽｹ             ＪＳＳ宝塚 幼児1 28829

松下　忠司            ﾏﾂｼﾀ ﾀﾀﾞｼ               個人 一般2 2899E

高橋　昂輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 貴志中学 中学（2）3 30323

中畑　裕登 ﾅｶﾊﾀ ﾕｳﾄ 貴志中学 中学（1）4 30323

前山龍之助 ﾏｴﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 貴志中学 中学（2）5 30323

二川　侑磨 ﾆｶﾜ ﾕｳﾏ 貴志中学 中学（2）6 30323
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男子   50m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

岩永　　称            ｲﾜﾅｶﾞ ｼｮｳ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）1 28829

重森　　丈            ｼｹﾞﾓﾘ ｼﾞｮｳ              ＪＳＳ宝塚 幼児2 28829

奥井　晶稀            ｵｸｲ ﾏｻｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）3 28829

山﨑　海璃            ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ               コナミ三田 小学（2）4 28860

三宅　怜生            ﾐﾔｹ ﾚﾝ                  コナミ三田 小学（1）5 28860

髙宮　英成            ﾀｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾅﾘ              コナミ三田 小学（3）6 28860

小野　㤗嗣 ｵﾉ ﾀｲｼ                  コナミ三田 幼児7 28860

伊豆　康佑            ｲｽﾞ ｺｳｽｹ                MacS武庫川 小学（3）8 28881

大野　佑太            ｵｵﾉ ﾕｳﾀ                 MacS武庫川 小学（5）9 28881

宮田　一駿            ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾄｼ               MacS武庫川 小学（4）10 28881

袖野　椋可            ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ               MacS武庫川 小学（5）11 28881

清水　貴義            ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾖｼ               MacS武庫川 小学（5）12 28881

小倉　慎矢            ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾔ                MacS武庫川 小学（6）13 28881

立岩　龍門            ﾀﾃｲﾜ ﾘｮｳﾄ               神河ＳＣ 中学（1）14 28903

千家　　脩            ｾﾝｹﾞ ｼｭｳ                神河ＳＣ 中学（1）15 28903

松下　忠司            ﾏﾂｼﾀ ﾀﾀﾞｼ               個人 一般16 2899E

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 個人 小学（2）17 2899E

川﨑　蒼太            ｶﾜｻｷ ｿｳﾀ                個人 小学（1）18 2899E

前山龍之助 ﾏｴﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 貴志中学 中学（2）19 30323

中畑　裕登 ﾅｶﾊﾀ ﾕｳﾄ 貴志中学 中学（1）20 30323

二川　侑磨 ﾆｶﾜ ﾕｳﾏ 貴志中学 中学（2）21 30323

中村　修也 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾔ 貴志中学 中学（1）22 30323

高橋　昂輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 貴志中学 中学（2）23 30323
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男子   25m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

中出口洋寅            ﾅｶﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ           ＪＳＳ宝塚 高校（1）1 28829

村田　善紀            ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ                個人 一般2 2899E
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男子   50m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

赤坂　侑真            ｱｶｻｶ ﾕｳﾏ                ＪＳＳ宝塚 小学（1）1 28829

株元　純一            ｶﾌﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ            ＪＳＳ宝塚 小学（5）2 28829

嘉戸　柊人            ｶﾄﾞ ｼｭｳﾄ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）3 28829

勝　光史朗            ｶﾂ ｺｳｼﾛｳ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）4 28829

志儀　結太            ｼｷﾞ ﾕｳﾀ                 コナミ三田 小学（3）5 28860

北本　　歩            ｷﾀﾓﾄ ｱﾕﾑ                コナミ三田 小学（1）6 28860

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               MacS武庫川 小学（4）7 28881

野口　滉太            ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀ                MacS武庫川 小学（5）8 28881

多田　大悟            ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               個人 小学（3）9 2899E

原田　裕介 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 河北中学 中学（1）10 30A01
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男子  100m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

中出口洋寅            ﾅｶﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ           ＪＳＳ宝塚 高校（1）1 28829

小野　㤗嗣 ｵﾉ ﾀｲｼ                  コナミ三田 幼児2 28860

馬屋原草太            ﾏﾔﾊﾗ ｿｳﾀ                コナミ三田 小学（2）3 28860

髙宮　英成            ﾀｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾅﾘ              コナミ三田 小学（3）4 28860

木野内克哉            ｷﾉｳﾁ ｶﾂﾔ                コナミ三田 小学（3）5 28860

志儀　結太            ｼｷﾞ ﾕｳﾀ                 コナミ三田 小学（3）6 28860

竹内　勇希            ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ                コナミ三田 小学（3）7 28860

北本　　歩            ｷﾀﾓﾄ ｱﾕﾑ                コナミ三田 小学（1）8 28860

米田　知輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ                コナミ三田 幼児9 28860

三宅　怜生            ﾐﾔｹ ﾚﾝ                  コナミ三田 小学（1）10 28860

出本　陽巳            ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ                MacS武庫川 小学（6）11 28881

米田　虎優            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ               MacS武庫川 小学（6）12 28881

平野　秀和            ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ              個人 小学（4）13 2899E

川崎　武夫            ｶﾜｻｷ ﾀｹｵ                個人 一般14 2899E

川﨑　蒼太            ｶﾜｻｷ ｿｳﾀ                個人 小学（1）15 2899E

平野　航平            ﾋﾗﾉ ｺｳﾍｲ                個人 中学（1）16 2899E

藤﨑　智靖            ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾔｽ              チームＦ 小学（3）17 28A01

藤崎　竜貴 ﾌｼﾞｻｷ ﾘｭｳｷ 貴志中学 中学（2）18 30323

大西　真生 ｵｵﾆｼ ﾏｵ 貴志中学 中学（1）19 30323

秀井　千浩 ﾋﾃﾞｲ ﾁﾋﾛ 貴志中学 中学（2）20 30323

瓜生田航平 ｳﾘｳﾀﾞ ｺｳﾍｲ 貴志中学 中学（2）21 30323

貴志　壮大 ｷｼ ｿｳﾀ 貴志中学 中学（1）22 30323

中野　亮太 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 貴志中学 中学（2）23 30323

内園　兵吾 ｳﾁｿﾞﾉ ﾋｮｳｺﾞ 河北中学 中学（2）24 30A01

四至本龍輝 ｼｼﾓﾄ ﾀﾂｷ 河北中学 中学（2）25 30A01

森井　海貴 ﾓﾘｲ ｶｲｷ 河北中学 中学（1）26 30A01

操本　隆紀 ｸﾘﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 河北中学 一般27 30A01
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男子  200m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

嘉戸　柊人            ｶﾄﾞ ｼｭｳﾄ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）1 28829

株元　智久            ｶﾌﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ              ＪＳＳ宝塚 小学（3）2 28829

穴口　海斗            ｱﾅｸﾞﾁ ｶｲﾄ               ＪＳＳ宝塚 中学（1）3 28829

増尾　海人            ﾏｽｵ ｶｲﾄ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）4 28829

中道　涼聖            ﾅｶﾐﾁ ﾘｮｳｾｲ              ＪＳＳ宝塚 小学（3）5 28829

小寺　海輝            ｺﾃﾗ ｶｲｷ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）6 28829

川瀬　正浩            ｶﾜｾ ﾏｻﾋﾛ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）7 28829

向藤原希好            ﾑｺｳﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾖｼ            ＪＳＳ宝塚 小学（5）8 28829

株元　純一            ｶﾌﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ            ＪＳＳ宝塚 小学（5）9 28829

具志　一諒            ｸﾞｼ ｶｽﾞｱｷ               ＪＳＳ宝塚 小学（4）10 28829

水谷　修大            ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ              コナミ三田 小学（1）11 28860

大島　悠睦            ｵｵｼﾏ ﾋｻﾄｷ               コナミ三田 小学（1）12 28860

越智　健心            ｵﾁ ｹﾝｼﾝ                 コナミ三田 小学（5）13 28860

土屋航太郎            ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ               コナミ三田 小学（5）14 28860

福田　晶斗            ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ                コナミ三田 小学（4）15 28860

森田　海里            ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ                 コナミ三田 小学（2）16 28860

米田　大輝            ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ                コナミ三田 小学（5）17 28860

野口　滉太            ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀ                MacS武庫川 小学（5）18 28881

伊豆　康佑            ｲｽﾞ ｺｳｽｹ                MacS武庫川 小学（3）19 28881

田中　翔大            ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ                MacS武庫川 小学（3）20 28881

松岡　颯汰            ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ                MacS武庫川 小学（4）21 28881

松居　泰雅            ﾏﾂｲ ﾀｲｶﾞ                MacS武庫川 小学（5）22 28881

本岡　　侑            ﾓﾄｵｶ ﾕｳ                 MacS武庫川 小学（3）23 28881

岡本　稜久            ｵｶﾓﾄ ﾘｸ                 MacS武庫川 小学（5）24 28881

小倉　慎矢            ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾔ                MacS武庫川 小学（6）25 28881

出本　陽巳            ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ                MacS武庫川 小学（6）26 28881

田中　駿真            ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ                MacS武庫川 小学（6）27 28881

米田　虎優            ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ               MacS武庫川 小学（6）28 28881

清水　貴義            ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾖｼ               MacS武庫川 小学（5）29 28881

立岩　空夏            ﾀﾃｲﾜ ﾃﾝｶ                神河ＳＣ 小学（3）30 28903

和田　健伸            ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ                神河ＳＣ 小学（4）31 28903

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 神河ＳＣ 小学（5）32 28903

和田　海成            ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ                神河ＳＣ 中学（1）33 28903

立岩　龍門            ﾀﾃｲﾜ ﾘｮｳﾄ               神河ＳＣ 中学（1）34 28903

千家　　脩            ｾﾝｹﾞ ｼｭｳ                神河ＳＣ 中学（1）35 28903

木下　詠悟            ｷﾉｼﾀ ｴｲｺﾞ               神河ＳＣ 中学（1）36 28903

近藤　海愛            ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾗｲ               個人 小学（3）37 2899E

川﨑　能成            ｶﾜｻｷ ﾖｼﾅﾘ               個人 一般38 2899E

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 個人 小学（2）39 2899E

森田　　輝            ﾓﾘﾀ ｱｷﾗ                 個人 一般40 2899E

平野　航平            ﾋﾗﾉ ｺｳﾍｲ                個人 中学（1）41 2899E

前田　駿太            ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ               個人 小学（5）42 2899E

川崎　武夫            ｶﾜｻｷ ﾀｹｵ                個人 一般43 2899E

村田　善紀            ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ                個人 一般44 2899E

多田　大悟            ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               個人 小学（3）45 2899E

島田　敏司            ｼﾏﾀﾞ ｻﾄｼ                個人 一般46 2899E

藤﨑　智靖            ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾔｽ              チームＦ 小学（3）47 28A01

石井　良和            ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ               淡路水泳協会 一般48 28A02

竹中　司朗            ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ                淡路水泳協会 一般49 28A02
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男子  200m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

原　　直毅 ﾊﾗ ﾅｵｷ 貴志中学 一般50 30323

貴志　壮大 ｷｼ ｿｳﾀ 貴志中学 中学（1）51 30323

操本　隆紀 ｸﾘﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 河北中学 一般52 30A01

内園　兵吾 ｳﾁｿﾞﾉ ﾋｮｳｺﾞ 河北中学 中学（2）53 30A01

原田　裕介 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 河北中学 中学（1）54 30A01
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女子   25m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

梅辻あゆみ            ｳﾒﾂｼﾞ ｱﾕﾐ               ＪＳＳ宝塚 幼児1 28829

牧田　綺姫            ﾏｷﾀ ｱﾔﾒ                 神河ＳＣ 小学（6）2 28903

森角　春陽            ﾓﾘｽﾞﾐ ﾊﾙﾋ               神河ＳＣ 小学（6）3 28903

寺地　淳子            ﾃﾗｼﾞ ｼﾞｭﾝｺ              個人 一般4 2899E

前田　叶海            ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾐ                個人 幼児5 2899E

多田　琴美            ﾀﾀﾞ ｺﾄﾐ 個人 幼児6 2899E

前田　望海            ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ               個人 小学（1）7 2899E
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女子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

上野　愛莉            ｳｴﾉ ｱｲﾘ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）1 28829

加藤和佳奈            ｶﾄｳ ﾜｶﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）2 28829

吉川ほの美            ﾖｼｶﾜ ﾎﾉﾐ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）3 28829

梅辻くらら            ｳﾒﾂｼﾞ ｸﾗﾗ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）4 28829

村上　優菜            ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）5 28829

北村　安梨            ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）6 28829

荒木　陽菜            ｱﾗｷ ﾊﾙﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）7 28829

竃本　円香            ｶﾏﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）8 28829

森口　真衣            ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｲ                ＪＳＳ宝塚 小学（1）9 28829

南　　侑愛            ﾐﾅﾐ ﾕｱ                  ＪＳＳ宝塚 小学（1）10 28829

伊東　　葵            ｲﾄｳ ｱｵｲ                 ＪＳＳ宝塚 幼児11 28829

松田　依真            ﾏﾂﾀﾞ ｴﾏ                 ＪＳＳ宝塚 幼児12 28829

髙辻　歩果            ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）13 28829

竃本　史菜            ｶﾏﾓﾄ ﾌﾐﾅ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）14 28829

水町悠実花            ﾐｽﾞﾏﾁ ﾕﾐｶ               コナミ三田 小学（1）15 28860

西嶋　栞菜            ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾝﾅ               コナミ三田 小学（3）16 28860

庄司　彩乃            ｼｮｳｼﾞ ｱﾔﾉ               コナミ三田 小学（5）17 28860

北本　　樹            ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ                コナミ三田 幼児18 28860

酒井　優真            ｻｶｲ ﾕﾏ                  コナミ三田 小学（5）19 28860

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 コナミ三田 小学（1）20 28860

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  MacS武庫川 小学（4）21 28881

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 MacS武庫川 小学（3）22 28881

吉　　愛寛            ﾖｼ ﾏﾋﾛ                  MacS武庫川 小学（6）23 28881

藤田　春風            ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ                MacS武庫川 小学（2）24 28881

板谷　紗葵            ｲﾀﾀﾆ ｻｷ                 MacS武庫川 小学（5）25 28881

竹信華乃子            ﾀｹﾉﾌﾞ ｶﾉｺ               MacS武庫川 小学（5）26 28881

榧谷　香花            ｶﾔﾀﾆ ｺﾉｶ                神河ＳＣ 中学（1）27 28903

難波　真依            ﾅﾝﾊﾞ ﾏｲ                 神河ＳＣ 小学（6）28 28903

牧田　綺姫            ﾏｷﾀ ｱﾔﾒ                 神河ＳＣ 小学（6）29 28903

田中　うみ            ﾀﾅｶ ｳﾐ                  神河ＳＣ 小学（6）30 28903

森角　春陽            ﾓﾘｽﾞﾐ ﾊﾙﾋ               神河ＳＣ 小学（6）31 28903

福田　由奈            ﾌｸﾀﾞ ﾕﾅ                 神河ＳＣ 小学（5）32 28903

岩本　春菜            ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾅ                神河ＳＣ 小学（4）33 28903

榧谷　光莉            ｶﾔﾀﾆ ﾋｶﾘ                神河ＳＣ 小学（4）34 28903

田上　綾音            ﾀｶﾞﾐ ｱﾔﾈ                神河ＳＣ 小学（4）35 28903

前田　七海            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ                個人 小学（3）36 2899E

福本芙未香            ﾌｸﾓﾄ ﾌﾐｶ                個人 中学（2）37 2899E

南口　風香 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾌｳｶ 貴志中学 中学（2）38 30323

矢渡　　望 ﾔﾜﾀﾘ ﾉｿﾞﾐ 貴志中学 中学（2）39 30323
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女子   25m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

梅辻あゆみ            ｳﾒﾂｼﾞ ｱﾕﾐ               ＪＳＳ宝塚 幼児1 28829

北本　　樹            ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ                コナミ三田 幼児2 28860
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女子   50m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

川平　春陽            ｶﾜﾋﾗ ﾊﾙﾋ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）1 28829

池田　　楓            ｲｹﾀﾞ ｶｴﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（4）2 28829

北村　安梨            ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾘ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）3 28829

服部　真央            ﾊｯﾄﾘ ﾏｵ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）4 28829

大島由緑樹            ｵｵｼﾏ ﾕﾐｷ                コナミ三田 小学（4）5 28860

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 幼児6 28860

中嶋望々花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ               MacS武庫川 小学（6）7 28881

滝川　愛莉            ﾀｷｶﾞﾜ ｱｲﾘ               MacS武庫川 小学（4）8 28881

梅村　理沙            ｳﾒﾑﾗ ﾘｻ                 MacS武庫川 小学（6）9 28881

柏原　知優            ｶｼﾊﾗ ﾁﾋﾛ                MacS武庫川 小学（3）10 28881

柴田　芽依            ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ                 MacS武庫川 小学（3）11 28881

千家　　彩            ｾﾝｹﾞ ｻｲ                 神河ＳＣ 小学（5）12 28903
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女子   25m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

多田　琴美            ﾀﾀﾞ ｺﾄﾐ 個人 幼児1 2899E
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女子   50m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

梅辻くらら            ｳﾒﾂｼﾞ ｸﾗﾗ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）1 28829

竃本　円香            ｶﾏﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（1）2 28829

南　　侑愛            ﾐﾅﾐ ﾕｱ                  ＪＳＳ宝塚 小学（1）3 28829

松田　依真            ﾏﾂﾀﾞ ｴﾏ                 ＪＳＳ宝塚 幼児4 28829

三原　寛奈            ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）5 28829

荒木　陽菜            ｱﾗｷ ﾊﾙﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）6 28829

伊東　　葵            ｲﾄｳ ｱｵｲ                 ＪＳＳ宝塚 幼児7 28829

長谷川和奏            ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ               コナミ三田 幼児8 28860

森田　安純            ﾓﾘﾀ ｱｽﾞﾐ                コナミ三田 小学（3）9 28860

庄司　彩花            ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ               コナミ三田 小学（3）10 28860

兵庫　由萌            ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ                コナミ三田 小学（3）11 28860

秋岡　美音            ｱｷｵｶ ﾐｵ                 コナミ三田 小学（1）12 28860

吉田　陽奈            ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ                 コナミ三田 幼児13 28860

花岡　菜海            ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                コナミ三田 小学（1）14 28860

長岡　穏波            ﾅｶﾞｵｶ ｼｽﾞﾊ              MacS武庫川 小学（4）15 28881

登山　優寿            ﾄﾔﾏ ﾕｽﾞ                 MacS武庫川 小学（3）16 28881

遠藤　花奈            ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅ                MacS武庫川 小学（4）17 28881

難波　真依            ﾅﾝﾊﾞ ﾏｲ                 神河ＳＣ 小学（6）18 28903

田中　うみ            ﾀﾅｶ ｳﾐ                  神河ＳＣ 小学（6）19 28903

菅原　萌那            ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ               個人 小学（5）20 2899E

藤﨑　理子            ﾌｼﾞｻｷ ﾘｺ                チームＦ 小学（6）21 28A01
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女子   50m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

川平　春陽            ｶﾜﾋﾗ ﾊﾙﾋ                ＪＳＳ宝塚 小学（2）1 28829

森口　真衣            ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｲ                ＪＳＳ宝塚 小学（1）2 28829

岩永なつみ            ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ               コナミ三田 小学（6）3 28860

米田　　華            ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ                 MacS武庫川 小学（3）4 28881

宇田　未来            ｳﾀﾞ ﾐｸ                  MacS武庫川 中学（1）5 28881

笹野　結月            ｻｻﾉ ﾕﾂﾞｷ                神河ＳＣ 小学（4）6 28903

福田　由奈            ﾌｸﾀﾞ ﾕﾅ                 神河ＳＣ 小学（5）7 28903
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女子  100m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

ニチレイチャレンジ特別泳力検定会

中前　　稔            ﾅｶﾏｴ ﾐﾉﾘ                コナミ三田 小学（3）1 28860

吉田　陽奈            ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ                 コナミ三田 幼児2 28860

西嶋　栞菜            ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾝﾅ               コナミ三田 小学（3）3 28860

庄司　彩花            ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ               コナミ三田 小学（3）4 28860

長谷川和奏            ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ               コナミ三田 幼児5 28860

森田　安純            ﾓﾘﾀ ｱｽﾞﾐ                コナミ三田 小学（3）6 28860

岩本　春菜            ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾅ                神河ＳＣ 小学（4）7 28903

笹野　結月            ｻｻﾉ ﾕﾂﾞｷ                神河ＳＣ 小学（4）8 28903

田中里々楓            ﾀﾅｶ ﾘﾘｶ                 個人 小学（5）9 2899E

前田　七海            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ                個人 小学（3）10 2899E

藤﨑　理子            ﾌｼﾞｻｷ ﾘｺ                チームＦ 小学（6）11 28A01
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吉川ほの美            ﾖｼｶﾜ ﾎﾉﾐ                ＪＳＳ宝塚 小学（4）1 28829

服部　真央            ﾊｯﾄﾘ ﾏｵ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）2 28829

加藤和佳奈            ｶﾄｳ ﾜｶﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（4）3 28829

村上　優菜            ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）4 28829

池田　　楓            ｲｹﾀﾞ ｶｴﾃﾞ               ＪＳＳ宝塚 小学（4）5 28829

上野　愛莉            ｳｴﾉ ｱｲﾘ                 ＪＳＳ宝塚 小学（3）6 28829

竃本　史菜            ｶﾏﾓﾄ ﾌﾐﾅ                ＪＳＳ宝塚 小学（3）7 28829

髙辻　歩果            ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ               ＪＳＳ宝塚 小学（3）8 28829

三原　寛奈            ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ                 ＪＳＳ宝塚 小学（2）9 28829

水町悠実花            ﾐｽﾞﾏﾁ ﾕﾐｶ               コナミ三田 小学（1）10 28860

中前　　稔            ﾅｶﾏｴ ﾐﾉﾘ                コナミ三田 小学（3）11 28860

庄司　彩乃            ｼｮｳｼﾞ ｱﾔﾉ               コナミ三田 小学（5）12 28860

酒井　優真            ｻｶｲ ﾕﾏ                  コナミ三田 小学（5）13 28860

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 幼児14 28860

花岡　菜海            ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                コナミ三田 小学（1）15 28860

岩永なつみ            ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ               コナミ三田 小学（6）16 28860

大島由緑樹            ｵｵｼﾏ ﾕﾐｷ                コナミ三田 小学（4）17 28860

兵庫　由萌            ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ                コナミ三田 小学（3）18 28860

秋岡　美音            ｱｷｵｶ ﾐｵ                 コナミ三田 小学（1）19 28860

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 コナミ三田 小学（1）20 28860

登山　優寿            ﾄﾔﾏ ﾕｽﾞ                 MacS武庫川 小学（3）21 28881

中嶋望々花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ               MacS武庫川 小学（6）22 28881

柴田　芽依            ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ                 MacS武庫川 小学（3）23 28881

竹信華乃子            ﾀｹﾉﾌﾞ ｶﾉｺ               MacS武庫川 小学（5）24 28881

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 MacS武庫川 小学（3）25 28881

梅村　理沙            ｳﾒﾑﾗ ﾘｻ                 MacS武庫川 小学（6）26 28881

藤田　春風            ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ                MacS武庫川 小学（2）27 28881

米田　　華            ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ                 MacS武庫川 小学（3）28 28881

滝川　愛莉            ﾀｷｶﾞﾜ ｱｲﾘ               MacS武庫川 小学（4）29 28881

遠藤　花奈            ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅ                MacS武庫川 小学（4）30 28881

宇田　未来            ｳﾀﾞ ﾐｸ                  MacS武庫川 中学（1）31 28881

田中　恵梨            ﾀﾅｶ ｴﾘ                  MacS武庫川 小学（4）32 28881

長岡　穏波            ﾅｶﾞｵｶ ｼｽﾞﾊ              MacS武庫川 小学（4）33 28881

板谷　紗葵            ｲﾀﾀﾆ ｻｷ                 MacS武庫川 小学（5）34 28881

柏原　知優            ｶｼﾊﾗ ﾁﾋﾛ                MacS武庫川 小学（3）35 28881

吉　　愛寛            ﾖｼ ﾏﾋﾛ                  MacS武庫川 小学（6）36 28881

榧谷　香花            ｶﾔﾀﾆ ｺﾉｶ                神河ＳＣ 中学（1）37 28903

千家　　彩            ｾﾝｹﾞ ｻｲ                 神河ＳＣ 小学（5）38 28903

田上　綾音            ﾀｶﾞﾐ ｱﾔﾈ                神河ＳＣ 小学（4）39 28903

榧谷　光莉            ｶﾔﾀﾆ ﾋｶﾘ                神河ＳＣ 小学（4）40 28903

田口　晴菜            ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ                個人 小学（4）41 2899E

菅原　萌那            ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ               個人 小学（5）42 2899E

田中里々楓            ﾀﾅｶ ﾘﾘｶ                 個人 小学（5）43 2899E

福本芙未香            ﾌｸﾓﾄ ﾌﾐｶ                個人 中学（2）44 2899E
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