
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

新穂　瑞樹            ﾆｲﾎ ﾐｽﾞｷ                広田中学 中学（2）1 28106

長尾　春樹            ﾅｶﾞｵ ﾊﾙｷ                広田中学 中学（1）2 28106

田中　幹人            ﾀﾅｶ ﾐｷﾄ                 ヒラＳＳ 小学（3）3 28873

中谷　貫人            ﾅｶﾀﾆ ｶﾝﾄ                ヒラＳＳ 小学（3）4 28873

田中　　葵            ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ                 ＮＳＩ津名 小学（6）5 28892

満永　瑛人            ﾐﾂﾅｶﾞ ｴｲﾄ               ＮＳＩ津名 小学（1）6 28892

藪田　颯人            ﾔﾌﾞﾀ ﾊﾔﾄ                ＮＳＩ津名 小学（1）7 28892

中谷　貫太            ﾅｶﾀﾆ ｶﾝﾀ                ＮＳＩ津名 一般8 28892

東　　珀斗            ｱｽﾞﾏ ﾊｸﾄ                ＮＳＩ津名 小学（1）9 28892

正司　温大            ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙﾄ               ＮＳＩ津名 小学（3）10 28892

安川　朔矢            ﾔｽｶﾜ ｻｸﾔ                ＮＳＩ津名 小学（3）11 28892

満永　和磨            ﾐﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ              ＮＳＩ津名 小学（3）12 28892

巖　　弘舟            ｲﾜｵ ﾋﾛﾌﾈ                ＮＳＩ津名 小学（2）13 28892

中尾　圭佑            ﾅｶｵ ｹｲｽｹ                ＮＳＩ津名 小学（2）14 28892

東　　聖斗            ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ                Ａｑ神河 小学（1）15 28903

東　　悠斗            ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾄ                Ａｑ神河 小学（3）16 28903

上月　翔太            ｺｳﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ              Ａｑ神河 小学（1）17 28903

藤原　靖司            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ               Ａｑ神河 一般18 28903

近藤　洋介            ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ              NSI南あわじ 中学（1）19 28912

阿部　侑也            ｱﾍﾞ ﾕｳﾔ                 洲本ＳＰ 小学（4）20 28916

森本　　樹            ﾓﾘﾓﾄ ｲﾂｷ                洲本ＳＰ 小学（3）21 28916

津田　晃伸            ﾂﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ               洲本ＳＰ 小学（2）22 28916

清水　大輔            ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ              ｓｔ淡路 小学（1）23 28926

富地　壱晟            ﾄﾐﾁ ｲｯｾｲ                ｓｔ淡路 小学（1）24 28926

冨本　悠斗            ﾄﾐﾓﾄ ﾕｳﾄ                ｓｔ淡路 小学（1）25 28926

大古田憂心            ｵｵｺﾀﾞ ﾕｳｼﾝ              ｓｔ淡路 小学（3）26 28926

長谷　佳典            ﾊｾ ﾖｼﾉﾘ                 泳力検定 一般27 2899E

竹中　理貢            ﾀｹﾅｶ ﾘｸ                 泳力検定 幼児28 2899E

仲野　克彦            ﾅｶﾉ ｶﾂﾋｺ                泳力検定 一般29 2899E

髙林　淳裕            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾛ             淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般30 28A03
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大山　広夢            ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ                望海中学 中学（2）1 28041

伊達　一稀            ﾀﾞﾃ ｲﾂｷ                 望海中学 中学（1）2 28041

浜本隆一郎            ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ            望海中学 中学（2）3 28041

森本　義也            ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾔ                広田中学 中学（2）4 28106

正木　隆太            ﾏｻｷ ﾘｭｳﾀ                広田中学 中学（2）5 28106

小丸　航輝            ｺﾏﾙ ｺｳｷ                 広田中学 中学（1）6 28106

新穂　瑞樹            ﾆｲﾎ ﾐｽﾞｷ                広田中学 中学（2）7 28106

沖田　　翔            ｵｷﾀ ｼｮｳ                 広田中学 中学（2）8 28106

前田　大志            ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｼ                広田中学 中学（2）9 28106

長尾　春樹            ﾅｶﾞｵ ﾊﾙｷ                広田中学 中学（1）10 28106

土屋　晴暉            ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ                 広田中学 中学（1）11 28106

長尾　太智            ﾅｶﾞｵ ﾀｲﾁ                広田中学 中学（1）12 28106

勝本　催都            ｶﾂﾓﾄ ｻｲﾄ                広田中学 中学（2）13 28106

中谷　彰吾            ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ              洲本高校 高校（1）14 28311

中山　皓生            ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ                津名高校 高校（1）15 28360

森川　颯馬            ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾏ                津名高校 高校（2）16 28360

勝部　　悠            ｶﾂﾍﾞ ﾕｳ                 ＮＳＩパール 小学（2）17 28826

井高　慶丈            ｲﾀﾞｶ ﾖｼﾋﾛ               ＮＳＩパール 中学（2）18 28826

針田　　学            ﾊﾘﾀ ﾏﾅﾌﾞ                ＮＳＩパール 中学（2）19 28826

丸田　澪音            ﾏﾙﾀ ﾚｵﾝ                 ＮＳＩパール 小学（6）20 28826

馬場凜太朗            ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＮＳＩパール 小学（6）21 28826

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 小学（6）22 28826

村上　徹平            ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ              ＮＳＩパール 小学（3）23 28826

鵜野　晃大            ｳﾉ ｺｳﾀ                  ＮＳＩパール 小学（3）24 28826

上枝　寛士            ｳｴｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ              ＮＳＩパール 小学（3）25 28826

西崎誉志久            ﾆｼｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ              ＮＳＩ舞子 小学（4）26 28840

西田　朝陽            ﾆｼﾀﾞ ｱｻﾋ                ＮＳＩ舞子 小学（3）27 28840

山本　健惺            ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｾｲ               ＮＳＩ舞子 小学（4）28 28840

桝田　恭成            ﾏｽﾀ ﾔｽﾅﾘ                ＮＳＩ舞子 小学（4）29 28840

神尾　侑杜            ｶﾐｵ ﾕｳﾄ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）30 28840

新谷　琉偉            ｼﾝﾀﾆ ﾙｲ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）31 28840

山口　暖生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ               ＮＳＩ舞子 小学（3）32 28840

秦　　諒良            ﾊﾀ ｱｷﾗ                  ヒラＳＳ 小学（6）33 28873

小田　真義            ｵﾀﾞ ﾏｻﾖｼ                ＮＳＩ津名 小学（4）34 28892

髙須　悠仁            ﾀｶｽ ﾊﾙﾄ                 ＮＳＩ津名 小学（2）35 28892

北野上隼人            ｷﾀﾉｳｴ ﾊﾔﾄ               ＮＳＩ津名 小学（6）36 28892

田中　　葵            ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ                 ＮＳＩ津名 小学（6）37 28892

原　　康綺            ﾊﾗ ｺｳｷ                  ＮＳＩ津名 小学（5）38 28892

漁　　太良            ﾘｮｳ ﾀｲﾗ                 ＮＳＩ津名 小学（4）39 28892

岩井凌央斗            ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ                ＮＳＩ津名 小学（3）40 28892

八田　悠成            ﾊｯﾀ ﾕｳｾｲ                ＮＳＩ津名 小学（3）41 28892

坂東　　優            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳ               ＮＳＩ津名 小学（3）42 28892

田浦　　有            ﾀｳﾗ ﾕｳ                  ＮＳＩ津名 小学（2）43 28892

小田　洋輝            ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ                 ＮＳＩ津名 小学（2）44 28892

松田　葉路            ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ                 ＮＳＩ津名 小学（4）45 28892

中尾　圭佑            ﾅｶｵ ｹｲｽｹ                ＮＳＩ津名 小学（2）46 28892

川淵　雄斗            ｶﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ               ＮＳＩ津名 小学（1）47 28892

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 Ａｑ神河 小学（6）48 28903

東　　聖斗            ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ                Ａｑ神河 小学（1）49 28903
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藤原　靖司            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ               Ａｑ神河 一般50 28903

東　　悠斗            ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾄ                Ａｑ神河 小学（3）51 28903

和田　海成            ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ                Ａｑ神河 中学（2）52 28903

木下　優和            ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ                Ａｑ神河 小学（3）53 28903

立岩　空夏            ﾀﾃｲﾜ ﾃﾝｶ                Ａｑ神河 小学（4）54 28903

木下　琉暉            ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｷ               Ａｑ神河 小学（5）55 28903

和田　健伸            ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ                Ａｑ神河 小学（5）56 28903

上月　翔太            ｺｳﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ              Ａｑ神河 小学（1）57 28903

近藤　洋介            ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ              NSI南あわじ 中学（1）58 28912

森本　　樹            ﾓﾘﾓﾄ ｲﾂｷ                洲本ＳＰ 小学（3）59 28916

冨本　悠斗            ﾄﾐﾓﾄ ﾕｳﾄ                ｓｔ淡路 小学（1）60 28926

清水　大輔            ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ              ｓｔ淡路 小学（1）61 28926

富地　壱晟            ﾄﾐﾁ ｲｯｾｲ                ｓｔ淡路 小学（1）62 28926

大古田憂心            ｵｵｺﾀﾞ ﾕｳｼﾝ              ｓｔ淡路 小学（3）63 28926

池内　愛将            ｲｹｳﾁ ﾏﾅﾄ                ｓｔ淡路 小学（6）64 28926

鈴木　龍児            ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ              泳力検定 一般65 2899E

橘　　壱晟            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ              泳力検定 小学（4）66 2899E

倉富　一輝            ｸﾗﾄﾐ ｶｽﾞｷ               泳力検定 小学（6）67 2899E

竹中　蒼人            ﾀｹﾅｶ ｿﾗﾄ                泳力検定 小学（1）68 2899E

鈴木　直登            ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ                泳力検定 小学（1）69 2899E

山渡大二朗            ﾔﾏﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ           泳力検定 中学（1）70 2899E

吉田　侑叶            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ                泳力検定 小学（3）71 2899E

長谷　佳典            ﾊｾ ﾖｼﾉﾘ                 泳力検定 一般72 2899E

工藤　高見            ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾐ                アクトス神戸 一般73 28A01

沼田　紀光            ﾇﾏﾀ ﾄｼﾐﾂ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般74 28A03

髙林　淳裕            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾛ             淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般75 28A03

白髭　弘章            ｼﾗﾋｹﾞ ﾋﾛｱｷ              淡路高校 高校（2）76 28A04

辻　　敏男            ﾂｼﾞ ﾄｼｵ                 淡路酪農 一般77 28A05

柏原　武志            ｶｼﾊﾗ ﾀｹｼ                赤穂ＳＡＣ 一般78 28A08
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正木　隆太            ﾏｻｷ ﾘｭｳﾀ                広田中学 中学（2）1 28106

長尾　春樹            ﾅｶﾞｵ ﾊﾙｷ                広田中学 中学（1）2 28106

小丸　航輝            ｺﾏﾙ ｺｳｷ                 広田中学 中学（1）3 28106

土屋　晴暉            ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ                 広田中学 中学（1）4 28106

長尾　太智            ﾅｶﾞｵ ﾀｲﾁ                広田中学 中学（1）5 28106

沖田　　翔            ｵｷﾀ ｼｮｳ                 広田中学 中学（2）6 28106

西岡　　甫            ﾆｼｵｶ ﾊｼﾞﾒ               広田中学 中学（2）7 28106

杭田　侑真            ｸｲﾀﾞ ﾕｳﾏ                広田中学 中学（2）8 28106

坂谷　　駿            ｻｶﾀﾆ ｼｭﾝ                広田中学 中学（2）9 28106

勝本　催都            ｶﾂﾓﾄ ｻｲﾄ                広田中学 中学（2）10 28106

松本　誠聡            ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻﾄ                洲本高校 高校（1）11 28311

青木淳一郎            ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ            洲本高校 高校（2）12 28311

角谷真波呂            ｶｸﾀﾆ ﾏﾊﾛ                津名高校 高校（1）13 28360

田中　莉久            ﾀﾅｶ ﾘｸ                  津名高校 高校（2）14 28360

針田　　学            ﾊﾘﾀ ﾏﾅﾌﾞ                ＮＳＩパール 中学（2）15 28826

井高　慶丈            ｲﾀﾞｶ ﾖｼﾋﾛ               ＮＳＩパール 中学（2）16 28826

馬場凜太朗            ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＮＳＩパール 小学（6）17 28826

北野上隼人            ｷﾀﾉｳｴ ﾊﾔﾄ               ＮＳＩ津名 小学（6）18 28892

北野上琢磨            ｷﾀﾉｳｴ ﾀｸﾏ               ＮＳＩ津名 中学（3）19 28892

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 Ａｑ神河 小学（6）20 28903

前川　和男            ﾏｴｶﾜ ｶｽﾞｵ               泳力検定 一般21 2899E

江角　星来            ｴｽﾐ ｾｲﾗ                 泳力検定 小学（5）22 2899E

小山　充彦            ｺﾔﾏ ﾐﾂﾋｺ                泳力検定 一般23 2899E

小松　康範            ｺﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ                ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 一般24 28A02

小松　天斗            ｺﾏﾂ ﾀｶﾄ                 ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 中学（2）25 28A02

小田　将之            ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般26 28A03

沼田　紀光            ﾇﾏﾀ ﾄｼﾐﾂ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般27 28A03

生木　達也            ﾅﾏｷ ﾀﾂﾔ                 淡路高校 一般28 28A04

國賀　　誉            ｺｸｶﾞ ﾎﾏﾚ                淡路高校 高校（2）29 28A04

白髭　弘章            ｼﾗﾋｹﾞ ﾋﾛｱｷ              淡路高校 高校（2）30 28A04

辻　　敏男            ﾂｼﾞ ﾄｼｵ                 淡路酪農 一般31 28A05

木藤　啓次            ｷﾄｳ ｹｲｼﾞ                鳴門ＳＣ 一般32 37A01
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前田　睦斗            ﾏｴﾀﾞ ﾑﾂﾄ                広田中学 中学（2）1 28106

中谷　貫人            ﾅｶﾀﾆ ｶﾝﾄ                ヒラＳＳ 小学（3）2 28873

田中　幹人            ﾀﾅｶ ﾐｷﾄ                 ヒラＳＳ 小学（3）3 28873

巖　　弘舟            ｲﾜｵ ﾋﾛﾌﾈ                ＮＳＩ津名 小学（2）4 28892

正司　温大            ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙﾄ               ＮＳＩ津名 小学（3）5 28892

田浦　　有            ﾀｳﾗ ﾕｳ                  ＮＳＩ津名 小学（2）6 28892

中尾　圭佑            ﾅｶｵ ｹｲｽｹ                ＮＳＩ津名 小学（2）7 28892

満永　和磨            ﾐﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ              ＮＳＩ津名 小学（3）8 28892

満永　瑛人            ﾐﾂﾅｶﾞ ｴｲﾄ               ＮＳＩ津名 小学（1）9 28892

東　　珀斗            ｱｽﾞﾏ ﾊｸﾄ                ＮＳＩ津名 小学（1）10 28892

木下　優和            ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ                Ａｑ神河 小学（3）11 28903

津田　晃伸            ﾂﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ               洲本ＳＰ 小学（2）12 28916

清水　大輔            ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ              ｓｔ淡路 小学（1）13 28926

竹中　理貢            ﾀｹﾅｶ ﾘｸ                 泳力検定 幼児14 2899E

竹中　太希            ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般15 28A03

石井　良和            ｲｼｲ ﾄｼｶｽﾞ               淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般16 28A03

木野　道男            ｷﾉ ﾐﾁｵ                  淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般17 28A03

白髭　弘章            ｼﾗﾋｹﾞ ﾋﾛｱｷ              淡路高校 高校（2）18 28A04

辻　　敏男            ﾂｼﾞ ﾄｼｵ                 淡路酪農 一般19 28A05
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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

前田　睦斗            ﾏｴﾀﾞ ﾑﾂﾄ                広田中学 中学（2）1 28106

上枝　寛士            ｳｴｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ              ＮＳＩパール 小学（3）2 28826

南谷　研志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ｹﾝｼ               ＮＳＩパール 中学（2）3 28826

南谷　泰志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾀｲｼ               ＮＳＩパール 小学（6）4 28826

金谷　悠良            ｶﾅﾔ ﾁｶﾗ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）5 28840

桝田　恭成            ﾏｽﾀ ﾔｽﾅﾘ                ＮＳＩ舞子 小学（4）6 28840

西崎誉志久            ﾆｼｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ              ＮＳＩ舞子 小学（4）7 28840

川淵　雄斗            ｶﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ               ＮＳＩ津名 小学（1）8 28892

八田　悠成            ﾊｯﾀ ﾕｳｾｲ                ＮＳＩ津名 小学（3）9 28892

北野上琢磨            ｷﾀﾉｳｴ ﾀｸﾏ               ＮＳＩ津名 中学（3）10 28892

魚﨑　寛生            ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ              ＮＳＩ津名 小学（2）11 28892

中谷　貫太            ﾅｶﾀﾆ ｶﾝﾀ                ＮＳＩ津名 一般12 28892

原　　康綺            ﾊﾗ ｺｳｷ                  ＮＳＩ津名 小学（5）13 28892

藤井　晴生            ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｷ                ｓｔ淡路 小学（5）14 28926

鈴木　直登            ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ                泳力検定 小学（1）15 2899E

多田　大悟            ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               泳力検定 小学（4）16 2899E

小松　康範            ｺﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ                ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 一般17 28A02

小松　天斗            ｺﾏﾂ ﾀｶﾄ                 ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 中学（2）18 28A02

石井　良和            ｲｼｲ ﾄｼｶｽﾞ               淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般19 28A03

木野　道男            ｷﾉ ﾐﾁｵ                  淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般20 28A03
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男子  100m 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

前田　睦斗            ﾏｴﾀﾞ ﾑﾂﾄ                広田中学 中学（2）1 28106

土肥　史弥            ﾄﾞﾋ ﾌﾐﾔ                 広田中学 中学（2）2 28106

土肥　佑輔            ﾄﾞﾋ ﾕｳｽｹ                広田中学 中学（1）3 28106

森本　義也            ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾔ                広田中学 中学（2）4 28106

真野　悠輝            ﾏﾉ ﾕｳｷ                  広田中学 中学（1）5 28106

森内　進吾            ﾓﾘｳﾁ ｼﾝｺﾞ               津名高校 高校（2）6 28360

江角　星来            ｴｽﾐ ｾｲﾗ                 泳力検定 小学（5）7 2899E

多田　大悟            ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               泳力検定 小学（4）8 2899E

竹中　太希            ﾀｹﾅｶ ﾀｲｷ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般9 28A03
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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

浜本隆一郎            ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ            望海中学 中学（2）1 28041

満永　和磨            ﾐﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ              ＮＳＩ津名 小学（3）2 28892

正司　温大            ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙﾄ               ＮＳＩ津名 小学（3）3 28892

巖　　弘舟            ｲﾜｵ ﾋﾛﾌﾈ                ＮＳＩ津名 小学（2）4 28892

田浦　　有            ﾀｳﾗ ﾕｳ                  ＮＳＩ津名 小学（2）5 28892

坂東　　優            ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳ               ＮＳＩ津名 小学（3）6 28892

藪田　颯人            ﾔﾌﾞﾀ ﾊﾔﾄ                ＮＳＩ津名 小学（1）7 28892

満永　瑛人            ﾐﾂﾅｶﾞ ｴｲﾄ               ＮＳＩ津名 小学（1）8 28892

東　　珀斗            ｱｽﾞﾏ ﾊｸﾄ                ＮＳＩ津名 小学（1）9 28892

安川　朔矢            ﾔｽｶﾜ ｻｸﾔ                ＮＳＩ津名 小学（3）10 28892

津田　晃伸            ﾂﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ               洲本ＳＰ 小学（2）11 28916

富地　壱晟            ﾄﾐﾁ ｲｯｾｲ                ｓｔ淡路 小学（1）12 28926

井上　和勇            ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ               泳力検定 一般13 2899E

木野　道男            ｷﾉ ﾐﾁｵ                  淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般14 28A03

國賀　　誉            ｺｸｶﾞ ﾎﾏﾚ                淡路高校 高校（2）15 28A04

8/32 ページ2015年11月19日 4:02:47



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

梅本　陽向            ｳﾒﾓﾄ ﾋﾅﾀ                広田中学 中学（1）1 28106

西岡　　甫            ﾆｼｵｶ ﾊｼﾞﾒ               広田中学 中学（2）2 28106

林田　隼宗            ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄｼﾑﾈ              津名高校 高校（1）3 28360

森川　颯馬            ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾏ                津名高校 高校（2）4 28360

神山　亮也            ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ               ＮＳＩパール 中学（1）5 28826

勝部　　悠            ｶﾂﾍﾞ ﾕｳ                 ＮＳＩパール 小学（2）6 28826

村上　徹平            ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ              ＮＳＩパール 小学（3）7 28826

江口直次郎            ｴｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞﾛｳ             ＮＳＩパール 中学（1）8 28826

新谷　琉偉            ｼﾝﾀﾆ ﾙｲ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）9 28840

金谷　悠良            ｶﾅﾔ ﾁｶﾗ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）10 28840

小田　真義            ｵﾀﾞ ﾏｻﾖｼ                ＮＳＩ津名 小学（4）11 28892

髙須　悠仁            ﾀｶｽ ﾊﾙﾄ                 ＮＳＩ津名 小学（2）12 28892

岩井凌央斗            ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ                ＮＳＩ津名 小学（3）13 28892

藪田　颯人            ﾔﾌﾞﾀ ﾊﾔﾄ                ＮＳＩ津名 小学（1）14 28892

小田　洋輝            ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ                 ＮＳＩ津名 小学（2）15 28892

安川　朔矢            ﾔｽｶﾜ ｻｸﾔ                ＮＳＩ津名 小学（3）16 28892

千家　　脩            ｾﾝｹﾞ ｼｭｳ                Ａｑ神河 中学（2）17 28903

池内　愛将            ｲｹｳﾁ ﾏﾅﾄ                ｓｔ淡路 小学（6）18 28926

橘　　壱晟            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ              泳力検定 小学（4）19 2899E

山渡恒一朗            ﾔﾏﾜﾀﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ            泳力検定 中学（2）20 2899E

井上　朱雀            ｲﾉｳｴ ｽｻﾞｸ               泳力検定 幼児21 2899E

鈴木　龍児            ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ              泳力検定 一般22 2899E

松岡　誠二            ﾏﾂｵｶ ｾｲｼﾞ               泳力検定 一般23 2899E

鈴木　直登            ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ                泳力検定 小学（1）24 2899E

吉田　侑叶            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ                泳力検定 小学（3）25 2899E

髙林　淳裕            ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾛ             淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般26 28A03

吉住　和幸            ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾕｷ              淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般27 28A03

吉住　和幸            ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾕｷ              淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般28 28A03

國賀　　誉            ｺｸｶﾞ ﾎﾏﾚ                淡路高校 高校（2）29 28A04
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男子  100m 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

西岡　　甫            ﾆｼｵｶ ﾊｼﾞﾒ               広田中学 中学（2）1 28106

土肥　佑輔            ﾄﾞﾋ ﾕｳｽｹ                広田中学 中学（1）2 28106

前田　大志            ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｼ                広田中学 中学（2）3 28106

勝本　催都            ｶﾂﾓﾄ ｻｲﾄ                広田中学 中学（2）4 28106

梅本　陽向            ｳﾒﾓﾄ ﾋﾅﾀ                広田中学 中学（1）5 28106

林田　隼宗            ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄｼﾑﾈ              津名高校 高校（1）6 28360

神山　亮也            ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ               ＮＳＩパール 中学（1）7 28826

千家　　脩            ｾﾝｹﾞ ｼｭｳ                Ａｑ神河 中学（2）8 28903

小山　充彦            ｺﾔﾏ ﾐﾂﾋｺ                泳力検定 一般9 2899E

新田　壮大            ﾆｯﾀ ｿｳﾀﾞｲ               泳力検定 小学（4）10 2899E

西﨑　琉介            ﾆｼｻﾞｷ ﾘｭｳｽｹ             泳力検定 小学（3）11 2899E
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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

阿部　侑也            ｱﾍﾞ ﾕｳﾔ                 洲本ＳＰ 小学（4）1 28916

大古田憂心            ｵｵｺﾀﾞ ﾕｳｼﾝ              ｓｔ淡路 小学（3）2 28926

冨本　悠斗            ﾄﾐﾓﾄ ﾕｳﾄ                ｓｔ淡路 小学（1）3 28926

長谷　佳典            ﾊｾ ﾖｼﾉﾘ                 泳力検定 一般4 2899E

井上　和勇            ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ               泳力検定 一般5 2899E

沼田　紀光            ﾇﾏﾀ ﾄｼﾐﾂ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般6 28A03

伏見　昌幸            ﾌｼﾐ ﾏｻﾕｷ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般7 28A03
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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

大山　広夢            ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ                望海中学 中学（2）1 28041

坂谷　　駿            ｻｶﾀﾆ ｼｭﾝ                広田中学 中学（2）2 28106

神尾　侑杜            ｶﾐｵ ﾕｳﾄ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）3 28840

山本　健惺            ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｾｲ               ＮＳＩ舞子 小学（4）4 28840

西田　朝陽            ﾆｼﾀﾞ ｱｻﾋ                ＮＳＩ舞子 小学（3）5 28840

川野　斗允            ｶﾜﾉ ｹｲﾝ                 ヒラＳＳ 中学（1）6 28873

松田　葉路            ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ                 ＮＳＩ津名 小学（4）7 28892

魚﨑　寛生            ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ              ＮＳＩ津名 小学（2）8 28892

鼻　　佑輔            ﾊﾅ ﾕｳｽｹ                 洲本ＳＰ 小学（6）9 28916

三宅　宗良            ﾐﾔｹ ｿﾗ                  ｓｔ淡路 小学（5）10 28926

吉田　侑叶            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ                泳力検定 小学（3）11 2899E

奥西　　授            ｵｸﾆｼ ｻｽﾞｶ               泳力検定 小学（6）12 2899E

新田　壮大            ﾆｯﾀ ｿｳﾀﾞｲ               泳力検定 小学（4）13 2899E

高田　陽向            ﾀｶﾀ ﾋﾅﾀ                 泳力検定 小学（4）14 2899E

井上　朱雀            ｲﾉｳｴ ｽｻﾞｸ               泳力検定 幼児15 2899E

小松　天斗            ｺﾏﾂ ﾀｶﾄ                 ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 中学（2）16 28A02

小松　康範            ｺﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ                ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 一般17 28A02
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男子  100m 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

土肥　史弥            ﾄﾞﾋ ﾌﾐﾔ                 広田中学 中学（2）1 28106

杭田　侑真            ｸｲﾀﾞ ﾕｳﾏ                広田中学 中学（2）2 28106

沖田　　翔            ｵｷﾀ ｼｮｳ                 広田中学 中学（2）3 28106

真野　悠輝            ﾏﾉ ﾕｳｷ                  広田中学 中学（1）4 28106

松本　誠聡            ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻﾄ                洲本高校 高校（1）5 28311

川野　斗允            ｶﾜﾉ ｹｲﾝ                 ヒラＳＳ 中学（1）6 28873

漁　　太良            ﾘｮｳ ﾀｲﾗ                 ＮＳＩ津名 小学（4）7 28892

三宅　宗良            ﾐﾔｹ ｿﾗ                  ｓｔ淡路 小学（5）8 28926

前川　和男            ﾏｴｶﾜ ｶｽﾞｵ               泳力検定 一般9 2899E

小田　将之            ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般10 28A03
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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

伊達　一稀            ﾀﾞﾃ ｲﾂｷ                 望海中学 中学（1）1 28041

大山　広夢            ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ                望海中学 中学（2）2 28041

浜本隆一郎            ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ            望海中学 中学（2）3 28041

土屋　晴暉            ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ                 広田中学 中学（1）4 28106

正木　隆太            ﾏｻｷ ﾘｭｳﾀ                広田中学 中学（2）5 28106

森本　義也            ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼﾔ                広田中学 中学（2）6 28106

前田　大志            ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｼ                広田中学 中学（2）7 28106

坂谷　　駿            ｻｶﾀﾆ ｼｭﾝ                広田中学 中学（2）8 28106

梅本　陽向            ｳﾒﾓﾄ ﾋﾅﾀ                広田中学 中学（1）9 28106

中山　皓生            ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ                津名高校 高校（1）10 28360

南谷　泰志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾀｲｼ               ＮＳＩパール 小学（6）11 28826

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 小学（6）12 28826

鵜野　晃大            ｳﾉ ｺｳﾀ                  ＮＳＩパール 小学（3）13 28826

丸田　澪音            ﾏﾙﾀ ﾚｵﾝ                 ＮＳＩパール 小学（6）14 28826

神山　亮也            ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ               ＮＳＩパール 中学（1）15 28826

江口直次郎            ｴｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞﾛｳ             ＮＳＩパール 中学（1）16 28826

南谷　研志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ｹﾝｼ               ＮＳＩパール 中学（2）17 28826

秦　　諒良            ﾊﾀ ｱｷﾗ                  ヒラＳＳ 小学（6）18 28873

八田　悠成            ﾊｯﾀ ﾕｳｾｲ                ＮＳＩ津名 小学（3）19 28892

原　　康綺            ﾊﾗ ｺｳｷ                  ＮＳＩ津名 小学（5）20 28892

小田　真義            ｵﾀﾞ ﾏｻﾖｼ                ＮＳＩ津名 小学（4）21 28892

川淵　雄斗            ｶﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ               ＮＳＩ津名 小学（1）22 28892

小田　洋輝            ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ                 ＮＳＩ津名 小学（2）23 28892

藤原　悠吏            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ               Ａｑ神河 小学（2）24 28903

藤原　靖司            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ               Ａｑ神河 一般25 28903

池内　愛将            ｲｹｳﾁ ﾏﾅﾄ                ｓｔ淡路 小学（6）26 28926

藤井　晴生            ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｷ                ｓｔ淡路 小学（5）27 28926

高田　陽向            ﾀｶﾀ ﾋﾅﾀ                 泳力検定 小学（4）28 2899E

北川　輝心            ｷﾀｶﾞﾜ ｷｼﾝ               泳力検定 小学（3）29 2899E

山渡大二朗            ﾔﾏﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ           泳力検定 中学（1）30 2899E

新田　壮大            ﾆｯﾀ ｿｳﾀﾞｲ               泳力検定 小学（4）31 2899E

山渡恒一朗            ﾔﾏﾜﾀﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ            泳力検定 中学（2）32 2899E

鈴木　龍児            ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ              泳力検定 一般33 2899E

西﨑　琉介            ﾆｼｻﾞｷ ﾘｭｳｽｹ             泳力検定 小学（3）34 2899E

竹中　蒼人            ﾀｹﾅｶ ｿﾗﾄ                泳力検定 小学（1）35 2899E

倉富　一輝            ｸﾗﾄﾐ ｶｽﾞｷ               泳力検定 小学（6）36 2899E

松岡　誠二            ﾏﾂｵｶ ｾｲｼﾞ               泳力検定 一般37 2899E

河野　一郎            ｺｳﾉ ｲﾁﾛｳ                泳力検定 一般38 2899E

奥西　　授            ｵｸﾆｼ ｻｽﾞｶ               泳力検定 小学（6）39 2899E

井上　朱雀            ｲﾉｳｴ ｽｻﾞｸ               泳力検定 幼児40 2899E

工藤　高見            ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾐ                アクトス神戸 一般41 28A01

由本　敏夫            ﾕﾓﾄ ﾄｼｵ                 淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般42 28A03

相田　欽司            ｱｲﾀﾞ ｷﾝｼﾞ               淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般43 28A03

柏原　武志            ｶｼﾊﾗ ﾀｹｼ                赤穂ＳＡＣ 一般44 28A08
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伊達　一稀            ﾀﾞﾃ ｲﾂｷ                 望海中学 中学（1）1 28041

杭田　侑真            ｸｲﾀﾞ ﾕｳﾏ                広田中学 中学（2）2 28106

土肥　史弥            ﾄﾞﾋ ﾌﾐﾔ                 広田中学 中学（2）3 28106

土肥　佑輔            ﾄﾞﾋ ﾕｳｽｹ                広田中学 中学（1）4 28106

真野　悠輝            ﾏﾉ ﾕｳｷ                  広田中学 中学（1）5 28106

大江　翔也            ｵｵｴ ﾄｷﾔ                 洲本高校 高校（1）6 28311

青木淳一郎            ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ            洲本高校 高校（2）7 28311

毛笠　滉大            ｹｶﾞｻ ｺｳﾀﾞｲ              洲本高校 高校（2）8 28311

中山　皓生            ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ                津名高校 高校（1）9 28360

角谷真波呂            ｶｸﾀﾆ ﾏﾊﾛ                津名高校 高校（1）10 28360

森内　進吾            ﾓﾘｳﾁ ｼﾝｺﾞ               津名高校 高校（2）11 28360

勝部　　悠            ｶﾂﾍﾞ ﾕｳ                 ＮＳＩパール 小学（2）12 28826

井高　慶丈            ｲﾀﾞｶ ﾖｼﾋﾛ               ＮＳＩパール 中学（2）13 28826

丸田　澪音            ﾏﾙﾀ ﾚｵﾝ                 ＮＳＩパール 小学（6）14 28826

江口直次郎            ｴｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞﾛｳ             ＮＳＩパール 中学（1）15 28826

馬場凜太朗            ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ              ＮＳＩパール 小学（6）16 28826

針田　　学            ﾊﾘﾀ ﾏﾅﾌﾞ                ＮＳＩパール 中学（2）17 28826

鵜野　晃大            ｳﾉ ｺｳﾀ                  ＮＳＩパール 小学（3）18 28826

南谷　研志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ｹﾝｼ               ＮＳＩパール 中学（2）19 28826

南谷　泰志            ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾀｲｼ               ＮＳＩパール 小学（6）20 28826

上枝　寛士            ｳｴｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ              ＮＳＩパール 小学（3）21 28826

村上　徹平            ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ              ＮＳＩパール 小学（3）22 28826

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩパール 小学（6）23 28826

西田　朝陽            ﾆｼﾀﾞ ｱｻﾋ                ＮＳＩ舞子 小学（3）24 28840

桝田　恭成            ﾏｽﾀ ﾔｽﾅﾘ                ＮＳＩ舞子 小学（4）25 28840

新谷　琉偉            ｼﾝﾀﾆ ﾙｲ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）26 28840

山本　健惺            ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｾｲ               ＮＳＩ舞子 小学（4）27 28840

西崎誉志久            ﾆｼｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ              ＮＳＩ舞子 小学（4）28 28840

山口　暖生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ               ＮＳＩ舞子 小学（3）29 28840

金谷　悠良            ｶﾅﾔ ﾁｶﾗ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）30 28840

神尾　侑杜            ｶﾐｵ ﾕｳﾄ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）31 28840

川野　斗允            ｶﾜﾉ ｹｲﾝ                 ヒラＳＳ 中学（1）32 28873

秦　　諒良            ﾊﾀ ｱｷﾗ                  ヒラＳＳ 小学（6）33 28873

北野上琢磨            ｷﾀﾉｳｴ ﾀｸﾏ               ＮＳＩ津名 中学（3）34 28892

漁　　太良            ﾘｮｳ ﾀｲﾗ                 ＮＳＩ津名 小学（4）35 28892

北野上隼人            ｷﾀﾉｳｴ ﾊﾔﾄ               ＮＳＩ津名 小学（6）36 28892

髙須　悠仁            ﾀｶｽ ﾊﾙﾄ                 ＮＳＩ津名 小学（2）37 28892

岩井凌央斗            ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ                ＮＳＩ津名 小学（3）38 28892

松田　葉路            ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ                 ＮＳＩ津名 小学（4）39 28892

中谷　貫太            ﾅｶﾀﾆ ｶﾝﾀ                ＮＳＩ津名 一般40 28892

魚﨑　寛生            ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ              ＮＳＩ津名 小学（2）41 28892

藤原　悠吏            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ               Ａｑ神河 小学（2）42 28903

和田　海成            ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ                Ａｑ神河 中学（2）43 28903

立岩　空夏            ﾀﾃｲﾜ ﾃﾝｶ                Ａｑ神河 小学（4）44 28903

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 Ａｑ神河 小学（6）45 28903

木下　琉暉            ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｷ               Ａｑ神河 小学（5）46 28903

和田　健伸            ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ                Ａｑ神河 小学（5）47 28903

阿部　侑也            ｱﾍﾞ ﾕｳﾔ                 洲本ＳＰ 小学（4）48 28916

鼻　　佑輔            ﾊﾅ ﾕｳｽｹ                 洲本ＳＰ 小学（6）49 28916
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三宅　宗良            ﾐﾔｹ ｿﾗ                  ｓｔ淡路 小学（5）50 28926

藤井　晴生            ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｷ                ｓｔ淡路 小学（5）51 28926

北川　輝心            ｷﾀｶﾞﾜ ｷｼﾝ               泳力検定 小学（3）52 2899E

山渡恒一朗            ﾔﾏﾜﾀﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ            泳力検定 中学（2）53 2899E

高田　陽向            ﾀｶﾀ ﾋﾅﾀ                 泳力検定 小学（4）54 2899E

田中　健太            ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ                 泳力検定 中学（2）55 2899E

多田　大悟            ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ               泳力検定 小学（4）56 2899E

山渡大二朗            ﾔﾏﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ           泳力検定 中学（1）57 2899E

有山　佳秀            ｱﾘﾔﾏ ｶｼｭｳ               泳力検定 小学（3）58 2899E

橘　　壱晟            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｲｯｾｲ              泳力検定 小学（4）59 2899E

西﨑　琉介            ﾆｼｻﾞｷ ﾘｭｳｽｹ             泳力検定 小学（3）60 2899E

倉富　一輝            ｸﾗﾄﾐ ｶｽﾞｷ               泳力検定 小学（6）61 2899E

工藤　高見            ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾐ                アクトス神戸 一般62 28A01

小田　将之            ｵﾀﾞ ﾏｻﾕｷ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般63 28A03

吉住　和幸            ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾕｷ              淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般64 28A03

竹中　司朗            ﾀｹﾅｶ ｼﾛｳ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般65 28A03

相田　欽司            ｱｲﾀﾞ ｷﾝｼﾞ               淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般66 28A03

吉住　和幸            ﾖｼｵｶ ｶｽﾞﾕｷ              淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般67 28A03

村田　善紀            ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ                赤穂ＳＡＣ 一般68 28A08

木藤　啓次            ｷﾄｳ ｹｲｼﾞ                鳴門ＳＣ 一般69 37A01
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山口愛利生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾘｲ               ヒラＳＳ 小学（2）1 28873

東　　夢歌            ｱｽﾞﾏ ﾕﾒｶ                ＮＳＩ津名 小学（3）2 28892

岩井　莉愛            ｲﾜｲ ﾘｱ                  ＮＳＩ津名 小学（2）3 28892

岡山奈津希            ｵｶﾔﾏ ﾅﾂｷ                ＮＳＩ津名 小学（4）4 28892

藪田　凪咲            ﾔﾌﾞﾀ ﾅｷﾞｻ               ＮＳＩ津名 小学（3）5 28892

岡山実咲希            ｵｶﾓﾄ ﾐｻｷ                ＮＳＩ津名 小学（5）6 28892

黒田　千景            ｸﾛﾀﾞ ﾁﾋﾛ                Ａｑ神河 小学（2）7 28903

藤原　樺音            ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉﾝ               Ａｑ神河 小学（2）8 28903

東　　桜子            ｱｽﾞﾏ ｻｸﾗｺ               洲本ＳＰ 小学（1）9 28916

東　　真優            ｱｽﾞﾏ ﾏﾋﾛ                洲本ＳＰ 小学（3）10 28916

谷池　葵衣            ﾀﾆｲｹ ｱｵｲ                ｓｔ淡路 小学（3）11 28926

平野　美海            ﾋﾗﾉ ﾐﾐ                  ｓｔ淡路 小学（1）12 28926

森本　良子            ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼｺ                泳力検定 一般13 2899E

吉田　倶子            ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ                泳力検定 一般14 2899E

平尾　雅子            ﾋﾗｵ ﾏｻｺ                 アクトス神戸 一般15 28A01

両部富貴子            ﾘｮｳﾍﾞ ﾌｷｺ               アクトス神戸 一般16 28A01

藤田　和希            ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ               淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 小学（5）17 28A03

堂免　茉由            ﾄﾞｳﾒﾝ ﾏﾕ                淡路高校 高校（1）18 28A04

濵野　　泉            ﾊﾏﾉ ｲｽﾞﾐ                淡路高校 高校（2）19 28A04

相田くらら ｱｲﾀﾞ ｸﾗﾗ チームくらら 幼児20 28A07
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奥原　文美            ｵｸﾊﾗ ﾌﾐ                 望海中学 中学（2）1 28041

岩脇みのり            ｲﾜﾜｷ ﾐﾉﾘ                望海中学 中学（2）2 28041

島　　芽衣            ｼﾏ ﾒｲ                   ＮＳＩパール 小学（1）3 28826

林　　玲菜            ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ                 ＮＳＩパール 小学（4）4 28826

小島　有桜            ｺｼﾞﾏ ｱﾘｻ                ＮＳＩパール 小学（3）5 28826

小島　望未            ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ               ＮＳＩパール 小学（1）6 28826

平松　雪乃            ﾋﾗﾏﾂ ﾕｷﾉ                ＮＳＩパール 小学（6）7 28826

吉田　結奈            ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾅ                ＮＳＩパール 小学（6）8 28826

藤田ひより            ﾌｼﾞﾀ ﾋﾖﾘ                ＮＳＩパール 小学（6）9 28826

大山　美羽            ｵｵﾔﾏ ﾐｳ                 ＮＳＩパール 小学（6）10 28826

萩原　　凜            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                ＮＳＩパール 小学（5）11 28826

西岡　美咲            ﾆｼｵｶ ﾐｻｷ                ＮＳＩパール 小学（4）12 28826

山本　華寧            ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾈ                ＮＳＩ舞子 小学（6）13 28840

井口　陽菜            ｲｸﾞﾁ ﾋﾅ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）14 28840

辻阪　若菜            ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ               ＮＳＩ舞子 小学（2）15 28840

田村　朱里            ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ                 ＮＳＩ舞子 小学（3）16 28840

尾川ひなた            ｵｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ                ＮＳＩ舞子 小学（3）17 28840

柳内　未怜            ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾐﾚｲ              ＮＳＩ舞子 小学（5）18 28840

尾田　結彩            ｵﾀﾞ ﾕｱｻ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）19 28840

畑中　りこ            ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）20 28840

西田　凜香            ﾆｼﾀﾞ ﾘﾝｶ                ＮＳＩ舞子 小学（4）21 28840

井村　凪瀬            ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ                ＮＳＩ舞子 小学（3）22 28840

大村　　渓            ｵｵﾑﾗ ｹｲ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）23 28840

宮本明香里            ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ                ＮＳＩ津名 小学（3）24 28892

菅　　愛歩            ｶﾝ ｱｲﾎ                  ＮＳＩ津名 小学（3）25 28892

山本　萌恵            ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴ                 ＮＳＩ津名 小学（6）26 28892

魚﨑　菜生            ｳｵｻﾞｷ ﾅｵ                ＮＳＩ津名 小学（4）27 28892

永田　結愛            ｴｲﾀ ﾕｱ                  ＮＳＩ津名 小学（2）28 28892

戎　　香乃            ｴﾋﾞｽ ｶﾉ                 ＮＳＩ津名 小学（3）29 28892

田中　うみ            ﾀﾅｶ ｳﾐ                  Ａｑ神河 中学（1）30 28903

岩本　春菜            ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾅ                Ａｑ神河 小学（5）31 28903

福田　由奈            ﾌｸﾀﾞ ﾕﾅ                 Ａｑ神河 小学（6）32 28903

藤原　樺音            ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉﾝ               Ａｑ神河 小学（2）33 28903

田上　綾音            ﾀｶﾞﾐ ｱﾔﾈ                Ａｑ神河 小学（5）34 28903

榧谷　光莉            ｶﾔﾀﾆ ﾋｶﾘ                Ａｑ神河 小学（5）35 28903

榧谷　香花            ｶﾔﾀﾆ ｺﾉｶ                Ａｑ神河 中学（2）36 28903

黒田　千景            ｸﾛﾀﾞ ﾁﾋﾛ                Ａｑ神河 小学（2）37 28903

太田姫梨子            ｵｵﾀ ｷﾘｺ                 ｓｔ淡路 小学（6）38 28926

谷池　葵衣            ﾀﾆｲｹ ｱｵｲ                ｓｔ淡路 小学（3）39 28926

川上　麻緒            ｶﾜｶﾐ ﾏｵ                 ｓｔ淡路 小学（5）40 28926

山崎　姫奈            ﾔﾏｻｷ ﾋﾒﾅ                ｓｔ淡路 小学（3）41 28926

平野　美海            ﾋﾗﾉ ﾐﾐ                  ｓｔ淡路 小学（1）42 28926

川上　美鈴            ｶﾜｶﾐ ﾐｽｽﾞ               ｓｔ淡路 中学（1）43 28926

平山　莉名            ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ                 ｓｔ淡路 小学（6）44 28926

新谷　　凜            ｼﾝﾀﾆ ﾘﾝ                 泳力検定 中学（3）45 2899E

吉田　珠久            ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ                 泳力検定 小学（3）46 2899E

池田　琴乃            ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾉ                泳力検定 小学（3）47 2899E

橋本　英恵            ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅｴ                泳力検定 中学（2）48 2899E

多田　琴美            ﾀﾀﾞ ｺﾄﾐ                 泳力検定 小学（1）49 2899E
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鈴木　結奈            ｽｽﾞｷ ﾕﾅ                 泳力検定 小学（3）50 2899E

中本　和子            ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｺ               泳力検定 一般51 2899E

吉田　倶子            ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ                泳力検定 一般52 2899E

天野　杏音            ｱﾏﾉ ｱﾉﾝ                 泳力検定 中学（3）53 2899E

北野　厚子            ｷﾀﾉ ｱﾂｺ                 アクトス神戸 一般54 28A01

田中　咲美            ﾀﾅｶ ｻｷﾐ                 アクトス神戸 一般55 28A01

森原寄指子            ﾓﾘﾊﾗ ﾖｼｺ                アクトス神戸 一般56 28A01

両部富貴子            ﾘｮｳﾍﾞ ﾌｷｺ               アクトス神戸 一般57 28A01

藤原　綺良            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾗﾗ               ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 高校（2）58 28A02

藤田　和希            ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ               淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 小学（5）59 28A03

轟　紗也香            ﾄﾄﾞﾛｷ ｻﾔｶ               淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般60 28A03

南　由美子            ﾐﾅﾐ ﾕﾐｺ                 淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般61 28A03

濵野　　泉            ﾊﾏﾉ ｲｽﾞﾐ                淡路高校 高校（2）62 28A04

堂免　茉由            ﾄﾞｳﾒﾝ ﾏﾕ                淡路高校 高校（1）63 28A04

赤松美千子            ｱｶﾏﾂ ﾐﾁｺ                赤穂ＳＡＣ 一般64 28A08

山崎　慶子            ﾔﾏｻｷ ｹｲｺ                赤穂ＳＡＣ 一般65 28A08
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女子  100m 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

森　日菜子            ﾓﾘ ﾋﾅｺ                  洲本高校 高校（1）1 28311

水名口愛梨            ﾐﾅｸﾞﾁ ｱｲﾘ               津名高校 高校（2）2 28360

榧谷　香花            ｶﾔﾀﾆ ｺﾉｶ                Ａｑ神河 中学（2）3 28903

福田　由奈            ﾌｸﾀﾞ ﾕﾅ                 Ａｑ神河 小学（6）4 28903

斉藤　範子            ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ                泳力検定 一般5 2899E

池田　琴乃            ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾉ                泳力検定 小学（3）6 2899E

田中　咲美            ﾀﾅｶ ｻｷﾐ                 アクトス神戸 一般7 28A01

菅原　梨鈴            ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾘ                ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 中学（2）8 28A02

菅原　萌那            ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ               ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 小学（6）9 28A02

南　由美子            ﾐﾅﾐ ﾕﾐｺ                 淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般10 28A03
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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

山本　萌恵            ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴ                 ＮＳＩ津名 小学（6）1 28892

岡山実咲希            ｵｶﾓﾄ ﾐｻｷ                ＮＳＩ津名 小学（5）2 28892

岡山奈津希            ｵｶﾔﾏ ﾅﾂｷ                ＮＳＩ津名 小学（4）3 28892

東　　真優            ｱｽﾞﾏ ﾏﾋﾛ                洲本ＳＰ 小学（3）4 28916

東　　桜子            ｱｽﾞﾏ ｻｸﾗｺ               洲本ＳＰ 小学（1）5 28916

平野　美海            ﾋﾗﾉ ﾐﾐ                  ｓｔ淡路 小学（1）6 28926
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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

奥原　文美            ｵｸﾊﾗ ﾌﾐ                 望海中学 中学（2）1 28041

小島　望未            ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ               ＮＳＩパール 小学（1）2 28826

藤田ひより            ﾌｼﾞﾀ ﾋﾖﾘ                ＮＳＩパール 小学（6）3 28826

尾田　結彩            ｵﾀﾞ ﾕｱｻ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）4 28840

井村　凪瀬            ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ                ＮＳＩ舞子 小学（3）5 28840

西田　凜香            ﾆｼﾀﾞ ﾘﾝｶ                ＮＳＩ舞子 小学（4）6 28840

山本　華寧            ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾈ                ＮＳＩ舞子 小学（6）7 28840

山口愛利生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾘｲ               ヒラＳＳ 小学（2）8 28873

山本　菜々            ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ                 ＮＳＩ津名 中学（1）9 28892

玉井ひかる            ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ                 ＮＳＩ津名 小学（6）10 28892

永田　結愛            ｴｲﾀ ﾕｱ                  ＮＳＩ津名 小学（2）11 28892

千家　　彩            ｾﾝｹﾞ ｻｲ                 Ａｑ神河 小学（6）12 28903

平山　莉名            ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ                 ｓｔ淡路 小学（6）13 28926

太田咲倭子            ｵｵﾀ ｻﾜｺ                 ｓｔ淡路 小学（3）14 28926

澤田　幸代            ｻﾜﾀﾞ ｻﾁﾖ                泳力検定 一般15 2899E

山渡　亜季            ﾔﾏﾜﾀﾘ ｱｷ                泳力検定 小学（5）16 2899E

鈴木　結奈            ｽｽﾞｷ ﾕﾅ                 泳力検定 小学（3）17 2899E

吉田　珠久            ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ                 泳力検定 小学（3）18 2899E

多田　琴美            ﾀﾀﾞ ｺﾄﾐ                 泳力検定 小学（1）19 2899E

小野　和子            ｵﾉ ｶｽﾞｺ                 赤穂ＳＡＣ 一般20 28A08
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女子  100m 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

千家　　彩            ｾﾝｹﾞ ｻｲ                 Ａｑ神河 小学（6）1 28903

澤田　幸代            ｻﾜﾀﾞ ｻﾁﾖ                泳力検定 一般2 2899E

森原寄指子            ﾓﾘﾊﾗ ﾖｼｺ                アクトス神戸 一般3 28A01
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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

宮本明香里            ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ                ＮＳＩ津名 小学（3）1 28892

東　　夢歌            ｱｽﾞﾏ ﾕﾒｶ                ＮＳＩ津名 小学（3）2 28892

岡山奈津希            ｵｶﾔﾏ ﾅﾂｷ                ＮＳＩ津名 小学（4）3 28892

戎　　香乃            ｴﾋﾞｽ ｶﾉ                 ＮＳＩ津名 小学（3）4 28892

岩井　莉愛            ｲﾜｲ ﾘｱ                  ＮＳＩ津名 小学（2）5 28892

東　　真優            ｱｽﾞﾏ ﾏﾋﾛ                洲本ＳＰ 小学（3）6 28916

奥西　　宝            ｵｸﾆｼ ﾀｶﾗ                泳力検定 小学（3）7 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

岩脇みのり            ｲﾜﾜｷ ﾐﾉﾘ                望海中学 中学（2）1 28041

安藤あかり            ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ               望海中学 中学（1）2 28041

林　　玲菜            ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ                 ＮＳＩパール 小学（4）3 28826

吉田　結奈            ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾅ                ＮＳＩパール 小学（6）4 28826

小島　有桜            ｺｼﾞﾏ ｱﾘｻ                ＮＳＩパール 小学（3）5 28826

大山　美羽            ｵｵﾔﾏ ﾐｳ                 ＮＳＩパール 小学（6）6 28826

平松　雪乃            ﾋﾗﾏﾂ ﾕｷﾉ                ＮＳＩパール 小学（6）7 28826

西岡　美咲            ﾆｼｵｶ ﾐｻｷ                ＮＳＩパール 小学（4）8 28826

畑中　りこ            ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）9 28840

玉井ひかる            ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ                 ＮＳＩ津名 小学（6）10 28892

山口ももな            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓﾅ               ＮＳＩ津名 小学（2）11 28892

田中　結奈            ﾀﾅｶ ﾕｲﾅ                 ＮＳＩ津名 小学（4）12 28892

魚﨑　菜生            ｳｵｻﾞｷ ﾅｵ                ＮＳＩ津名 小学（4）13 28892

菅　　愛歩            ｶﾝ ｱｲﾎ                  ＮＳＩ津名 小学（3）14 28892

藪田　凪咲            ﾔﾌﾞﾀ ﾅｷﾞｻ               ＮＳＩ津名 小学（3）15 28892

川上　麻緒            ｶﾜｶﾐ ﾏｵ                 ｓｔ淡路 小学（5）16 28926

天野　更咲            ｱﾏﾉ ｻﾗｻ                 ｓｔ淡路 小学（4）17 28926

道上　明佳            ﾐﾁｶﾐ ｻﾔｶ                ｓｔ淡路 中学（1）18 28926

鈴木　結奈            ｽｽﾞｷ ﾕﾅ                 泳力検定 小学（3）19 2899E

小西　幸音            ｺﾆｼ ﾕｷﾈ                 泳力検定 中学（2）20 2899E

藤原　綺良            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾗﾗ               ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 高校（2）21 28A02

菅原　萌那            ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ               ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 小学（6）22 28A02

弓削田里子            ﾕｹﾞﾀ ｻﾄｺ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般23 28A03

赤松美千子            ｱｶﾏﾂ ﾐﾁｺ                赤穂ＳＡＣ 一般24 28A08

山崎　慶子            ﾔﾏｻｷ ｹｲｺ                赤穂ＳＡＣ 一般25 28A08

西山　昭代            ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾖ                赤穂ＳＡＣ 一般26 28A08

木村　ゆり            ｷﾑﾗ ﾕﾘ                  赤穂ＳＡＣ 一般27 28A08
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女子  100m 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

田村茉莉花            ﾀﾑﾗ ﾏﾘｶ                 洲本高校 高校（2）1 28311

道上　明佳            ﾐﾁｶﾐ ｻﾔｶ                ｓｔ淡路 中学（1）2 28926

菅原　萌那            ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ               ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 小学（6）3 28A02

菅原　梨鈴            ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾘ                ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 中学（2）4 28A02

藤原　綺良            ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾗﾗ               ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 高校（2）5 28A02

武田　孝子            ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｺ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般6 28A03
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女子   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

新井　颯希            ｱﾗｲ ｻﾂｷ                 ＮＳＩ津名 小学（2）1 28892

戎　　香乃            ｴﾋﾞｽ ｶﾉ                 ＮＳＩ津名 小学（3）2 28892

山口ももな            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓﾅ               ＮＳＩ津名 小学（2）3 28892

定本　美波            ｻﾀﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ               ＮＳＩ津名 小学（4）4 28892

藪田　凪咲            ﾔﾌﾞﾀ ﾅｷﾞｻ               ＮＳＩ津名 小学（3）5 28892

東　　夢歌            ｱｽﾞﾏ ﾕﾒｶ                ＮＳＩ津名 小学（3）6 28892

岡山実咲希            ｵｶﾓﾄ ﾐｻｷ                ＮＳＩ津名 小学（5）7 28892

谷池　葵衣            ﾀﾆｲｹ ｱｵｲ                ｓｔ淡路 小学（3）8 28926

多田　琴美            ﾀﾀﾞ ｺﾄﾐ                 泳力検定 小学（1）9 2899E

中本　和子            ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｺ               泳力検定 一般10 2899E

北野　厚子            ｷﾀﾉ ｱﾂｺ                 アクトス神戸 一般11 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

田村　朱里            ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ                 ＮＳＩ舞子 小学（3）1 28840

尾川ひなた            ｵｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ                ＮＳＩ舞子 小学（3）2 28840

辻阪　若菜            ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ               ＮＳＩ舞子 小学（2）3 28840

大村　　渓            ｵｵﾑﾗ ｹｲ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）4 28840

井口　陽菜            ｲｸﾞﾁ ﾋﾅ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）5 28840

田中　結奈            ﾀﾅｶ ﾕｲﾅ                 ＮＳＩ津名 小学（4）6 28892

定本　美波            ｻﾀﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ               ＮＳＩ津名 小学（4）7 28892

太田姫梨子            ｵｵﾀ ｷﾘｺ                 ｓｔ淡路 小学（6）8 28926

川上　美鈴            ｶﾜｶﾐ ﾐｽｽﾞ               ｓｔ淡路 中学（1）9 28926

三宅　渚沙            ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ                ｓｔ淡路 中学（2）10 28926

山渡　美夏            ﾔﾏﾜﾀﾘ ﾐｶ                泳力検定 小学（5）11 2899E

吉田　珠久            ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ                 泳力検定 小学（3）12 2899E

菅原　梨鈴            ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾘ                ﾌﾁﾞﾜﾗ発電所 中学（2）13 28A02

木村　萌美            ｷﾑﾗ ﾓｴﾐ                 津名校 一般14 28A06
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女子  100m 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

田村茉莉花            ﾀﾑﾗ ﾏﾘｶ                 洲本高校 高校（2）1 28311

三宅　渚沙            ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ                ｓｔ淡路 中学（2）2 28926
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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

岩脇みのり            ｲﾜﾜｷ ﾐﾉﾘ                望海中学 中学（2）1 28041

奥原　文美            ｵｸﾊﾗ ﾌﾐ                 望海中学 中学（2）2 28041

安藤あかり            ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ               望海中学 中学（1）3 28041

水名口愛梨            ﾐﾅｸﾞﾁ ｱｲﾘ               津名高校 高校（2）4 28360

島　　芽衣            ｼﾏ ﾒｲ                   ＮＳＩパール 小学（1）5 28826

小島　望未            ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ               ＮＳＩパール 小学（1）6 28826

西岡　美咲            ﾆｼｵｶ ﾐｻｷ                ＮＳＩパール 小学（4）7 28826

小島　有桜            ｺｼﾞﾏ ｱﾘｻ                ＮＳＩパール 小学（3）8 28826

大山　美羽            ｵｵﾔﾏ ﾐｳ                 ＮＳＩパール 小学（6）9 28826

藤田ひより            ﾌｼﾞﾀ ﾋﾖﾘ                ＮＳＩパール 小学（6）10 28826

萩原　　凜            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                ＮＳＩパール 小学（5）11 28826

魚﨑　菜生            ｳｵｻﾞｷ ﾅｵ                ＮＳＩ津名 小学（4）12 28892

田中　結奈            ﾀﾅｶ ﾕｲﾅ                 ＮＳＩ津名 小学（4）13 28892

山口ももな            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓﾅ               ＮＳＩ津名 小学（2）14 28892

足立　遥音            ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾈ                ＮＳＩ津名 小学（6）15 28892

山本　萌恵            ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴ                 ＮＳＩ津名 小学（6）16 28892

新井　颯希            ｱﾗｲ ｻﾂｷ                 ＮＳＩ津名 小学（2）17 28892

永田　結愛            ｴｲﾀ ﾕｱ                  ＮＳＩ津名 小学（2）18 28892

山本　菜々            ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ                 ＮＳＩ津名 中学（1）19 28892

定本　美波            ｻﾀﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ               ＮＳＩ津名 小学（4）20 28892

天野　更咲            ｱﾏﾉ ｻﾗｻ                 ｓｔ淡路 小学（4）21 28926

山崎　姫奈            ﾔﾏｻｷ ﾋﾒﾅ                ｓｔ淡路 小学（3）22 28926

太田咲倭子            ｵｵﾀ ｻﾜｺ                 ｓｔ淡路 小学（3）23 28926

小西　幸音            ｺﾆｼ ﾕｷﾈ                 泳力検定 中学（2）24 2899E

吉田　倶子            ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｺ                泳力検定 一般25 2899E

橋本　英恵            ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅｴ                泳力検定 中学（2）26 2899E

岡本　麻由            ｵｶﾓﾄ ﾏﾕ                 泳力検定 小学（5）27 2899E

澤田　幸代            ｻﾜﾀﾞ ｻﾁﾖ                泳力検定 一般28 2899E

山渡　美夏            ﾔﾏﾜﾀﾘ ﾐｶ                泳力検定 小学（5）29 2899E

山渡　亜季            ﾔﾏﾜﾀﾘ ｱｷ                泳力検定 小学（5）30 2899E

鈴木久美子            ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ                泳力検定 一般31 2899E

寺内　小夏            ﾃﾗｳﾁ ｺﾅﾂ                泳力検定 小学（5）32 2899E

井上凜々葉            ｲﾉｳｴ ﾘﾘﾊ                泳力検定 小学（5）33 2899E

小田切奏美            ｵﾀｷﾞﾘ ｶﾅﾐ               泳力検定 小学（5）34 2899E

中本　和子            ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｺ               泳力検定 一般35 2899E

平野ななみ            ﾋﾗﾉ ﾅﾅﾐ                 泳力検定 小学（5）36 2899E

森本　良子            ﾓﾘﾓﾄ ﾖｼｺ                泳力検定 一般37 2899E

新谷　　凜            ｼﾝﾀﾆ ﾘﾝ                 泳力検定 中学（3）38 2899E

斉藤　範子            ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ                泳力検定 一般39 2899E

森原寄指子            ﾓﾘﾊﾗ ﾖｼｺ                アクトス神戸 一般40 28A01

田中　咲美            ﾀﾅｶ ｻｷﾐ                 アクトス神戸 一般41 28A01

北野　厚子            ｷﾀﾉ ｱﾂｺ                 アクトス神戸 一般42 28A01

登里　道子            ﾉﾊｼ ﾐﾁｺ                 淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般43 28A03

野橋　彰子            ﾉﾊｼ ｼｮｳｺ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般44 28A03

轟　紗也香            ﾄﾄﾞﾛｷ ｻﾔｶ               淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般45 28A03

堂免　茉由            ﾄﾞｳﾒﾝ ﾏﾕ                淡路高校 高校（1）46 28A04

木村　ゆり            ｷﾑﾗ ﾕﾘ                  赤穂ＳＡＣ 一般47 28A08

赤松美千子            ｱｶﾏﾂ ﾐﾁｺ                赤穂ＳＡＣ 一般48 28A08

西山　昭代            ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾖ                赤穂ＳＡＣ 一般49 28A08
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安藤あかり            ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ               望海中学 中学（1）1 28041

田村茉莉花            ﾀﾑﾗ ﾏﾘｶ                 洲本高校 高校（2）2 28311

安川夏慎紀            ﾔｽｶﾜ ﾅﾂｷ                津名高校 高校（2）3 28360

萩原　　凜            ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                ＮＳＩパール 小学（5）4 28826

島　　芽衣            ｼﾏ ﾒｲ                   ＮＳＩパール 小学（1）5 28826

吉田　結奈            ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾅ                ＮＳＩパール 小学（6）6 28826

林　　玲菜            ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ                 ＮＳＩパール 小学（4）7 28826

平松　雪乃            ﾋﾗﾏﾂ ﾕｷﾉ                ＮＳＩパール 小学（6）8 28826

尾川ひなた            ｵｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ                ＮＳＩ舞子 小学（3）9 28840

畑中　りこ            ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）10 28840

柳内　未怜            ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾐﾚｲ              ＮＳＩ舞子 小学（5）11 28840

井村　凪瀬            ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ                ＮＳＩ舞子 小学（3）12 28840

山本　華寧            ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾈ                ＮＳＩ舞子 小学（6）13 28840

尾田　結彩            ｵﾀﾞ ﾕｱｻ                 ＮＳＩ舞子 小学（4）14 28840

西田　凜香            ﾆｼﾀﾞ ﾘﾝｶ                ＮＳＩ舞子 小学（4）15 28840

井口　陽菜            ｲｸﾞﾁ ﾋﾅ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）16 28840

大村　　渓            ｵｵﾑﾗ ｹｲ                 ＮＳＩ舞子 小学（6）17 28840

辻阪　若菜            ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ               ＮＳＩ舞子 小学（2）18 28840

田村　朱里            ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ                 ＮＳＩ舞子 小学（3）19 28840

山口愛利生            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾘｲ               ヒラＳＳ 小学（2）20 28873

菅　　愛歩            ｶﾝ ｱｲﾎ                  ＮＳＩ津名 小学（3）21 28892

玉井ひかる            ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ                 ＮＳＩ津名 小学（6）22 28892

足立　遥音            ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾈ                ＮＳＩ津名 小学（6）23 28892

新井　颯希            ｱﾗｲ ｻﾂｷ                 ＮＳＩ津名 小学（2）24 28892

山本　菜々            ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ                 ＮＳＩ津名 中学（1）25 28892

岩本　春菜            ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾅ                Ａｑ神河 小学（5）26 28903

榧谷　光莉            ｶﾔﾀﾆ ﾋｶﾘ                Ａｑ神河 小学（5）27 28903

千家　　彩            ｾﾝｹﾞ ｻｲ                 Ａｑ神河 小学（6）28 28903

田上　綾音            ﾀｶﾞﾐ ｱﾔﾈ                Ａｑ神河 小学（5）29 28903

田中　うみ            ﾀﾅｶ ｳﾐ                  Ａｑ神河 中学（1）30 28903

太田姫梨子            ｵｵﾀ ｷﾘｺ                 ｓｔ淡路 小学（6）31 28926

太田咲倭子            ｵｵﾀ ｻﾜｺ                 ｓｔ淡路 小学（3）32 28926

山崎　姫奈            ﾔﾏｻｷ ﾋﾒﾅ                ｓｔ淡路 小学（3）33 28926

平山　莉名            ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ                 ｓｔ淡路 小学（6）34 28926

三宅　渚沙            ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ                ｓｔ淡路 中学（2）35 28926

川上　麻緒            ｶﾜｶﾐ ﾏｵ                 ｓｔ淡路 小学（5）36 28926

道上　明佳            ﾐﾁｶﾐ ｻﾔｶ                ｓｔ淡路 中学（1）37 28926

川上　美鈴            ｶﾜｶﾐ ﾐｽｽﾞ               ｓｔ淡路 中学（1）38 28926

天野　更咲            ｱﾏﾉ ｻﾗｻ                 ｓｔ淡路 小学（4）39 28926

小西　幸音            ｺﾆｼ ﾕｷﾈ                 泳力検定 中学（2）40 2899E

山渡　亜季            ﾔﾏﾜﾀﾘ ｱｷ                泳力検定 小学（5）41 2899E

平野ななみ            ﾋﾗﾉ ﾅﾅﾐ                 泳力検定 小学（5）42 2899E

辻本　道子            ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐﾁｺ               泳力検定 一般43 2899E

岡本　麻由            ｵｶﾓﾄ ﾏﾕ                 泳力検定 小学（5）44 2899E

寺内　小夏            ﾃﾗｳﾁ ｺﾅﾂ                泳力検定 小学（5）45 2899E

橋本　英恵            ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅｴ                泳力検定 中学（2）46 2899E

斉藤　範子            ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ                泳力検定 一般47 2899E

小田切奏美            ｵﾀｷﾞﾘ ｶﾅﾐ               泳力検定 小学（5）48 2899E

池田　琴乃            ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾉ                泳力検定 小学（3）49 2899E
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山渡　美夏            ﾔﾏﾜﾀﾘ ﾐｶ                泳力検定 小学（5）50 2899E

新谷　　凜            ｼﾝﾀﾆ ﾘﾝ                 泳力検定 中学（3）51 2899E

井上凜々葉            ｲﾉｳｴ ﾘﾘﾊ                泳力検定 小学（5）52 2899E

小深田有咲            ｺﾌﾞｶﾀ ｱﾘｻ               泳力検定 高校（2）53 2899E

鈴木久美子            ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ                泳力検定 一般54 2899E

武田　孝子            ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｺ                淡路ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般55 28A03

木村　萌美            ｷﾑﾗ ﾓｴﾐ                 津名校 一般56 28A06
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