
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

加門　怜之            ｶﾓﾝ ﾚﾉ                  Ａｑ神河 小学（5）1 28903

和田　康世            ﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ                Ａｑ神河 小学（1）2 28903

藤原　靖司            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ               Ａｑ神河 一般3 28903

東　　聖斗            ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ                Ａｑ神河 小学（2）4 28903

福井　悠斗            ﾌｸｲ ﾕｳﾄ                 個人 小学（3）5 2899E

大下　楓雅            ｵｵｼﾀ ﾌｳｶﾞ               個人 小学（2）6 2899E

小西　　翼            ｺﾆｼ ﾂﾊﾞｻ                香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（5）7 2899F

宿院　浩太            ｼｭｸｲﾝ ｺｳﾀ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（5）8 2899F

邊見　昭人            ﾍﾝﾐ ｱｷﾄ                 ようかＳＳ      小学（2）9 2899G

谷口紳之介            ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ             ようかＳＳ      小学（4）10 2899G

近藤　真幸            ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ              ようかＳＳ      小学（2）11 2899G

藤原　廣司            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ               ようかＳＳ      一般12 2899G
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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

仲野　　粋            ﾅｶﾉ ｲｷ                  あすれっつ 小学（3）1 26815

大槻　阜生            ｵｵﾂｷ ﾌｳｷ                あすれっつ 小学（5）2 26815

井伊　彪雅            ｲｲ ﾋｭｳｶﾞ                あすれっつ 小学（5）3 26815

野間　幸生            ﾉﾏ ﾕｷｵ                  あすれっつ 中学（1）4 26815

折戸　架月            ｵﾘﾄ ｶﾂｷ                 あすれっつ 中学（1）5 26815

井伊　竜綺            ｲｲ ﾘｭｳｷ                 あすれっつ 中学（2）6 26815

梅原　大地            ｳﾒﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ               あすれっつ 小学（2）7 26815

加古　柊眞            ｶｺ ﾄｳﾏ                  西脇工業高校 高校（1）8 28380

堂下　泰志            ﾄﾞｳﾉｼﾀ ﾀｲｼ              西脇工業高校 高校（1）9 28380

郷原　啓武            ｺﾞｳﾊﾗ ﾋﾛﾑ               西脇工業高校 高校（1）10 28380

中尾　海人            ﾅｶｵ ｶｲﾄ                 西脇工業高校 高校（1）11 28380

野田　恭佑            ﾉﾀﾞ ｷｮｳｽｹ               西脇工業高校 高校（1）12 28380

高瀬　　歩            ﾀｶｾ ｱﾕﾑ                 西脇工業高校 高校（1）13 28380

石原　脩路            ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ              ＮＳＩ豊岡      小学（6）14 28876

石田　桜介 ｲｼﾀﾞ ｵｳｽｹ ＮＳＩ豊岡 幼児15 28876

関　　弘翔            ｾｷ ﾋﾛﾄ                  ＮＳＩ豊岡      小学（6）16 28876

安田　新史            ﾔｽﾀﾞ ｱﾗｼ                ＮＳＩ豊岡      小学（3）17 28876

山本　　陸            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ                 エスポワＳＳ 小学（5）18 28882

衣川　友康            ｷﾇｶﾞﾜ ﾄﾓﾔｽ              エスポワＳＳ 小学（3）19 28882

渡邉　海斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ               エスポワＳＳ 小学（4）20 28882

藤原　靖司            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽｼ               Ａｑ神河 一般21 28903

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 Ａｑ神河 中学（1）22 28903

和田　健伸            ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ                Ａｑ神河 小学（6）23 28903

立岩　空夏            ﾀﾃｲﾜ ﾃﾝｶ                Ａｑ神河 小学（5）24 28903

加門　怜之            ｶﾓﾝ ﾚﾉ                  Ａｑ神河 小学（5）25 28903

上月　翔太            ｺｳﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ              Ａｑ神河 小学（2）26 28903

藤原　悠吏            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ               Ａｑ神河 小学（3）27 28903

東　　悠斗            ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾄ                Ａｑ神河 小学（4）28 28903

東　　聖斗            ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾄ                Ａｑ神河 小学（2）29 28903

平岩　英隼            ﾋﾗｲﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ              個人 中学（1）30 2899E

山﨑　翔哉            ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾔ              個人 中学（1）31 2899E

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                個人 小学（4）32 2899E

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 個人 小学（6）33 2899E

平岩　聖二            ﾋﾗｲﾜ ｾｲｼﾞ               個人 一般34 2899E

山﨑　海璃            ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ               個人 小学（4）35 2899E

大下　楓雅            ｵｵｼﾀ ﾌｳｶﾞ               個人 小学（2）36 2899E

大下　流我            ｵｵｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ              個人 小学（4）37 2899E

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 個人 小学（4）38 2899E

寺川　理生            ﾃﾗｶﾜ ﾐﾁｵ                香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般39 2899F

中村　元紀            ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｷ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（6）40 2899F

東　　朱朔            ｱｽﾞﾏ ｽｻﾞｸ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（3）41 2899F

尾崎　友祐            ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般42 2899F

長谷川貴志            ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ               ようかＳＳ      小学（5）43 2899G

山口　明弘            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ              ようかＳＳ      一般44 2899G
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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

福井　悠斗            ﾌｸｲ ﾕｳﾄ                 個人 小学（3）1 2899E

近藤　真幸            ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ              ようかＳＳ      小学（2）2 2899G

邊見　昭人            ﾍﾝﾐ ｱｷﾄ                 ようかＳＳ      小学（2）3 2899G

谷口紳之介            ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ             ようかＳＳ      小学（4）4 2899G
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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

石山　修悟            ｲｼﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ              西脇工業高校 高校（2）1 28380

西山　立樹            ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂｷ                西脇工業高校 高校（1）2 28380

飯森琥太朗            ｲｲﾓﾘ ｺﾀﾛｳ               エスポワＳＳ 小学（5）3 28882

太田垣直輝            ｵｵﾀｶﾞｷ ﾅｵｷ              エスポワＳＳ 小学（3）4 28882

太田垣和輝            ｵｵﾀｶﾞｷ ｶｽﾞｷ             エスポワＳＳ 小学（3）5 28882

渡邉　海斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ               エスポワＳＳ 小学（4）6 28882

大下　楓雅            ｵｵｼﾀ ﾌｳｶﾞ               個人 小学（2）7 2899E
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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

谷口　昊真            ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾏ               ＮＳＩ豊岡      小学（3）1 28876

尾崎　友祐            ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般2 2899F

小西　　翼            ｺﾆｼ ﾂﾊﾞｻ                香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（5）3 2899F

中村　元紀            ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｷ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（6）4 2899F

寺川　理生            ﾃﾗｶﾜ ﾐﾁｵ                香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般5 2899F

谷口紳之介            ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ             ようかＳＳ      小学（4）6 2899G

邊見　昭人            ﾍﾝﾐ ｱｷﾄ                 ようかＳＳ      小学（2）7 2899G

藤原　廣司            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ               ようかＳＳ      一般8 2899G
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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

金高　圭吾            ｷﾝﾀｶ ｹｲｺﾞ               西脇工業高校 高校（2）1 28380

安田　新史            ﾔｽﾀﾞ ｱﾗｼ                ＮＳＩ豊岡      小学（3）2 28876

谷口　昊真            ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾏ               ＮＳＩ豊岡      小学（3）3 28876

田中　碧波            ﾀﾅｶ ｱｵﾊﾞ                ＮＳＩ豊岡      中学（2）4 28876

東　　悠斗            ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾄ                Ａｑ神河 小学（4）5 28903

山﨑　海璃            ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ               個人 小学（4）6 2899E

山﨑　翔哉            ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾔ              個人 中学（1）7 2899E

尾崎　友祐            ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般8 2899F

宿院　浩太            ｼｭｸｲﾝ ｺｳﾀ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（5）9 2899F

寺川　理生            ﾃﾗｶﾜ ﾐﾁｵ                香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般10 2899F

小西　　翼            ｺﾆｼ ﾂﾊﾞｻ                香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（5）11 2899F

中村　元紀            ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｷ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（6）12 2899F

長谷川貴志            ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ               ようかＳＳ      小学（5）13 2899G

藤本周一郎            ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳｲﾁﾛｳ           ようかＳＳ      一般14 2899G

6/20 ページ2016年10月26日 3:51:53



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

実藤　　真            ｻﾈﾄｳ ﾏｺﾄ                個人 一般1 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

濱本　晃綺            ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｷ                ＮＳＩ豊岡      小学（6）1 28876

飯森琥次朗            ｲｲﾓﾘ ｺｼﾞﾛｳ              エスポワＳＳ 小学（3）2 28882

小谷　一正            ｺﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ               エスポワＳＳ 小学（4）3 28882

山本　　陸            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ                 エスポワＳＳ 小学（5）4 28882

太田垣和輝            ｵｵﾀｶﾞｷ ｶｽﾞｷ             エスポワＳＳ 小学（3）5 28882

太田垣直輝            ｵｵﾀｶﾞｷ ﾅｵｷ              エスポワＳＳ 小学（3）6 28882

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 個人 小学（6）7 2899E

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                個人 小学（4）8 2899E
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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

折戸　架月            ｵﾘﾄ ｶﾂｷ                 あすれっつ 中学（1）1 26815

野間　幸生            ﾉﾏ ﾕｷｵ                  あすれっつ 中学（1）2 26815

大槻　阜生            ｵｵﾂｷ ﾌｳｷ                あすれっつ 小学（5）3 26815

仲野　　粋            ﾅｶﾉ ｲｷ                  あすれっつ 小学（3）4 26815

梅原　大地            ｳﾒﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ               あすれっつ 小学（2）5 26815

冨田　逸人            ﾄﾐﾀ ﾊﾔﾄ                 社高校 高校（2）6 28321

掘井　　光            ﾎﾘｲ ﾋｶﾙ                 社高校 高校（2）7 28321

郷原　啓武            ｺﾞｳﾊﾗ ﾋﾛﾑ               西脇工業高校 高校（1）8 28380

石山　修悟            ｲｼﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ              西脇工業高校 高校（2）9 28380

野田　恭佑            ﾉﾀﾞ ｷｮｳｽｹ               西脇工業高校 高校（1）10 28380

加古　柊眞            ｶｺ ﾄｳﾏ                  西脇工業高校 高校（1）11 28380

高瀬　　歩            ﾀｶｾ ｱﾕﾑ                 西脇工業高校 高校（1）12 28380

堂下　泰志            ﾄﾞｳﾉｼﾀ ﾀｲｼ              西脇工業高校 高校（1）13 28380

中尾　海人            ﾅｶｵ ｶｲﾄ                 西脇工業高校 高校（1）14 28380

金高　圭吾            ｷﾝﾀｶ ｹｲｺﾞ               西脇工業高校 高校（2）15 28380

石田　拓也            ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ                ＮＳＩ豊岡      小学（5）16 28876

石原　脩路            ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ              ＮＳＩ豊岡      小学（6）17 28876

谷口　昊真            ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾏ               ＮＳＩ豊岡      小学（3）18 28876

田中　碧波            ﾀﾅｶ ｱｵﾊﾞ                ＮＳＩ豊岡      中学（2）19 28876

石田　桜介 ｲｼﾀﾞ ｵｳｽｹ ＮＳＩ豊岡 幼児20 28876

浅貝　宇汰            ｱｻｶｲ ｳﾀ                 ＮＳＩ豊岡      小学（5）21 28876

濱本　晃綺            ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｷ                ＮＳＩ豊岡      小学（6）22 28876

安田　新史            ﾔｽﾀﾞ ｱﾗｼ                ＮＳＩ豊岡      小学（3）23 28876

関　　弘翔            ｾｷ ﾋﾛﾄ                  ＮＳＩ豊岡      小学（6）24 28876

山口　圭輔            ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ              エスポワＳＳ 小学（1）25 28882

小谷　一正            ｺﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ               エスポワＳＳ 小学（4）26 28882

飯森琥次朗            ｲｲﾓﾘ ｺｼﾞﾛｳ              エスポワＳＳ 小学（3）27 28882

関　　晴海            ｾｷ ﾊﾙﾐ                  エスポワＳＳ 小学（2）28 28882

古屋銀次郎            ﾌﾙﾔ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ             エスポワＳＳ 小学（2）29 28882

飯森琥太朗            ｲｲﾓﾘ ｺﾀﾛｳ               エスポワＳＳ 小学（5）30 28882

衣川　友康            ｷﾇｶﾞﾜ ﾄﾓﾔｽ              エスポワＳＳ 小学（3）31 28882

上月　翔太            ｺｳﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ              Ａｑ神河 小学（2）32 28903

平岩　英隼            ﾋﾗｲﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ              個人 中学（1）33 2899E

衣笠　　隆            ｷﾇｶﾞｻ ﾀｶｼ               個人 一般34 2899E

田中　　真            ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ                 個人 一般35 2899E

実藤　　真            ｻﾈﾄｳ ﾏｺﾄ                個人 一般36 2899E

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 個人 小学（6）37 2899E

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 個人 小学（4）38 2899E

大下　流我            ｵｵｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ              個人 小学（4）39 2899E

平岩　聖二            ﾋﾗｲﾜ ｾｲｼﾞ               個人 一般40 2899E

東　　朱朔            ｱｽﾞﾏ ｽｻﾞｸ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（3）41 2899F

福本　充範            ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般42 2899F

山口　明弘            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ              ようかＳＳ      一般43 2899G

岸　　光介            ｷｼ ｺｳｽｹ                 ようかＳＳ      中学（1）44 2899G

長谷川貴志            ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ               ようかＳＳ      小学（5）45 2899G
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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

井伊　彪雅            ｲｲ ﾋｭｳｶﾞ                あすれっつ 小学（5）1 26815

井伊　竜綺            ｲｲ ﾘｭｳｷ                 あすれっつ 中学（2）2 26815

折戸　架月            ｵﾘﾄ ｶﾂｷ                 あすれっつ 中学（1）3 26815

野間　幸生            ﾉﾏ ﾕｷｵ                  あすれっつ 中学（1）4 26815

大槻　阜生            ｵｵﾂｷ ﾌｳｷ                あすれっつ 小学（5）5 26815

梅原　大地            ｳﾒﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ               あすれっつ 小学（2）6 26815

冨田　逸人            ﾄﾐﾀ ﾊﾔﾄ                 社高校 高校（2）7 28321

金高　圭吾            ｷﾝﾀｶ ｹｲｺﾞ               西脇工業高校 高校（2）8 28380

石山　修悟            ｲｼﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ              西脇工業高校 高校（2）9 28380

郷原　啓武            ｺﾞｳﾊﾗ ﾋﾛﾑ               西脇工業高校 高校（1）10 28380

中尾　海人            ﾅｶｵ ｶｲﾄ                 西脇工業高校 高校（1）11 28380

高瀬　　歩            ﾀｶｾ ｱﾕﾑ                 西脇工業高校 高校（1）12 28380

西山　立樹            ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂｷ                西脇工業高校 高校（1）13 28380

野田　恭佑            ﾉﾀﾞ ｷｮｳｽｹ               西脇工業高校 高校（1）14 28380

加古　柊眞            ｶｺ ﾄｳﾏ                  西脇工業高校 高校（1）15 28380

堂下　泰志            ﾄﾞｳﾉｼﾀ ﾀｲｼ              西脇工業高校 高校（1）16 28380

村田　善紀            ﾑﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ                関西電力姫路 一般17 28767

濱本　晃綺            ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｷ                ＮＳＩ豊岡      小学（6）18 28876

関　　弘翔            ｾｷ ﾋﾛﾄ                  ＮＳＩ豊岡      小学（6）19 28876

浅貝　宇汰            ｱｻｶｲ ｳﾀ                 ＮＳＩ豊岡      小学（5）20 28876

松本　諒太            ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀ               ＮＳＩ豊岡      高校（2）21 28876

石原　脩路            ｲｼﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ              ＮＳＩ豊岡      小学（6）22 28876

石田　拓也            ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ                ＮＳＩ豊岡      小学（5）23 28876

山本　悠真            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ                ＮＳＩ豊岡      高校（2）24 28876

田中　碧波            ﾀﾅｶ ｱｵﾊﾞ                ＮＳＩ豊岡      中学（2）25 28876

石田　桜介 ｲｼﾀﾞ ｵｳｽｹ ＮＳＩ豊岡 幼児26 28876

小谷　一正            ｺﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ               エスポワＳＳ 小学（4）27 28882

渡邉　海斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ               エスポワＳＳ 小学（4）28 28882

関　　晴海            ｾｷ ﾊﾙﾐ                  エスポワＳＳ 小学（2）29 28882

太田垣和輝            ｵｵﾀｶﾞｷ ｶｽﾞｷ             エスポワＳＳ 小学（3）30 28882

飯森琥太朗            ｲｲﾓﾘ ｺﾀﾛｳ               エスポワＳＳ 小学（5）31 28882

山本　　陸            ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ                 エスポワＳＳ 小学（5）32 28882

太田垣直輝            ｵｵﾀｶﾞｷ ﾅｵｷ              エスポワＳＳ 小学（3）33 28882

飯森琥次朗            ｲｲﾓﾘ ｺｼﾞﾛｳ              エスポワＳＳ 小学（3）34 28882

古屋銀次郎            ﾌﾙﾔ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ             エスポワＳＳ 小学（2）35 28882

立岩　朋純            ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ                 Ａｑ神河 中学（1）36 28903

和田　健伸            ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ                Ａｑ神河 小学（6）37 28903

藤原　悠吏            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ               Ａｑ神河 小学（3）38 28903

立岩　空夏            ﾀﾃｲﾜ ﾃﾝｶ                Ａｑ神河 小学（5）39 28903

山﨑　海璃            ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ               個人 小学（4）40 2899E

川本　崇太            ｶﾜﾓﾄ ｿｳﾀ                個人 小学（6）41 2899E

平岩　英隼            ﾋﾗｲﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ              個人 中学（1）42 2899E

大下　流我            ｵｵｼﾀ ﾘｭｳｶﾞ              個人 小学（4）43 2899E

森田　悠太            ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ                 個人 小学（4）44 2899E

黒橋　海光            ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ                個人 小学（4）45 2899E

平岩　聖二            ﾋﾗｲﾜ ｾｲｼﾞ               個人 一般46 2899E

衣笠　　隆            ｷﾇｶﾞｻ ﾀｶｼ               個人 一般47 2899E

田中　　真            ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ                 個人 一般48 2899E

山﨑　翔哉            ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾔ              個人 中学（1）49 2899E
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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

実藤　　真            ｻﾈﾄｳ ﾏｺﾄ                個人 一般50 2899E

福本　充範            ﾌｸﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般51 2899F

東　　朱朔            ｱｽﾞﾏ ｽｻﾞｸ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（3）52 2899F

藤本周一郎            ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳｲﾁﾛｳ           ようかＳＳ      一般53 2899G

山口　明弘            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ              ようかＳＳ      一般54 2899G
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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

小林あおい            ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ               ＮＳＩ豊岡      小学（1）1 28876

髙内ひまり            ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ                Ａｑ神河 小学（1）2 28903

髙内ひなの            ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ                Ａｑ神河 幼児3 28903

黒田　千景            ｸﾛﾀﾞ ﾁﾋﾛ                Ａｑ神河 小学（3）4 28903

榧谷　優杏            ｶﾔﾀﾆ ﾕｳｱ                Ａｑ神河 小学（3）5 28903

千家　　愛            ｾﾝｹﾞ ﾏﾅ                 Ａｑ神河 小学（2）6 28903

富田明佳里            ﾄﾐﾀ ｱｶﾘ                 Ａｑ神河 小学（2）7 28903

上月　　萌            ｺｳﾂﾞｷ ﾓｴ                Ａｑ神河 幼児8 28903

山﨑　美渚            ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｲﾅ               個人 幼児9 2899E

宿院　未結            ｼｭｸｲﾝ ﾐﾕ                香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）10 2899F

関　ほの香            ｾｷ ﾎﾉｶ                  香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）11 2899F

田嶋　優奈            ﾀｼﾏ ﾕﾅ                  香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）12 2899F

西川　　望            ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般13 2899F

北村　　結            ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ                 香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）14 2899F

川田　　杏            ｶﾜﾀ ｱﾝ                  香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）15 2899F

福島　希望            ﾌｸｼﾏ ﾉｿﾞﾐ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）16 2899F
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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

仲野　　妙            ﾅｶﾉ ﾀｴ                  あすれっつ 中学（1）1 26815

折戸　日彩            ｵﾘﾄ ﾋｻ                  あすれっつ 小学（4）2 26815

水田千有里            ﾐｽﾞﾀ ﾁﾕﾘ                エスポワＳＳ 中学（2）3 28882

西　千奈津            ﾆｼ ﾁﾅﾂ                  エスポワＳＳ 小学（5）4 28882

渡部さくら            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ               エスポワＳＳ 小学（6）5 28882

藤井　樹奈            ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾅ               エスポワＳＳ 小学（2）6 28882

髙内ひなの            ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ                Ａｑ神河 幼児7 28903

富田明佳里            ﾄﾐﾀ ｱｶﾘ                 Ａｑ神河 小学（2）8 28903

後藤　瑠里            ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ                 Ａｑ神河 小学（6）9 28903

田中　うみ            ﾀﾅｶ ｳﾐ                  Ａｑ神河 中学（2）10 28903

千家　　彩            ｾﾝｹﾞ ｻｲ                 Ａｑ神河 中学（1）11 28903

大畑　文乃            ｵｵﾊﾀ ｱﾔﾉ                Ａｑ神河 中学（1）12 28903

榧谷　光莉            ｶﾔﾀﾆ ﾋｶﾘ                Ａｑ神河 小学（6）13 28903

藤原　樺音            ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉﾝ               Ａｑ神河 小学（3）14 28903

田上　綾音            ﾀｶﾞﾐ ｱﾔﾈ                Ａｑ神河 小学（6）15 28903

上月　　萌            ｺｳﾂﾞｷ ﾓｴ                Ａｑ神河 幼児16 28903

大畑　顕乃            ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ                Ａｑ神河 小学（5）17 28903

黒田　千景            ｸﾛﾀﾞ ﾁﾋﾛ                Ａｑ神河 小学（3）18 28903

髙内ひまり            ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ                Ａｑ神河 小学（1）19 28903

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 個人 小学（3）20 2899E

山﨑　美渚            ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｲﾅ               個人 幼児21 2899E

川田　　杏            ｶﾜﾀ ｱﾝ                  香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）22 2899F

福島　希望            ﾌｸｼﾏ ﾉｿﾞﾐ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）23 2899F

東　　朱翼            ｱｽﾞﾏ ｱｹﾞﾊ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（6）24 2899F

福本　歩美            ﾌｸﾓﾄ ｱﾕﾐ                香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般25 2899F

小林　茉珂            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｶ                ようかＳＳ      小学（2）26 2899G

上垣　　愛            ｳｴｶﾞｷ ｱｲ                ようかＳＳ      小学（3）27 2899G
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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

小林あおい            ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ               ＮＳＩ豊岡      小学（1）1 28876

千家　　愛            ｾﾝｹﾞ ﾏﾅ                 Ａｑ神河 小学（2）2 28903

川田　　杏            ｶﾜﾀ ｱﾝ                  香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）3 2899F

小林　茉珂            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｶ                ようかＳＳ      小学（2）4 2899G

14/20 ページ2016年10月26日 3:51:53



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

仲野　　妙            ﾅｶﾉ ﾀｴ                  あすれっつ 中学（1）1 26815

浦野　芹奈            ｳﾗﾉ ｾﾘﾅ                 エスポワＳＳ 小学（4）2 28882

岩本　春菜            ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾅ                Ａｑ神河 小学（6）3 28903

山﨑　美渚            ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｲﾅ               個人 幼児4 2899E
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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

宿院　未結            ｼｭｸｲﾝ ﾐﾕ                香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）1 2899F

小林　茉珂            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｶ                ようかＳＳ      小学（2）2 2899G
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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

下根　来夢            ｼﾓﾈ ﾗﾑ                  エスポワＳＳ 小学（2）1 28882

古屋和歌子            ﾌﾙﾔ ﾜｶｺ                 エスポワＳＳ 小学（4）2 28882

田中　うみ            ﾀﾅｶ ｳﾐ                  Ａｑ神河 中学（2）3 28903

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 個人 小学（3）4 2899E

福井　佳代            ﾌｸｲ ｶﾖ                  個人 一般5 2899E

関　ほの香            ｾｷ ﾎﾉｶ                  香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（4）6 2899F

福本　歩美            ﾌｸﾓﾄ ｱﾕﾐ                香住水泳ｸﾗﾌﾞ    一般7 2899F
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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

西　千奈津            ﾆｼ ﾁﾅﾂ                  エスポワＳＳ 小学（5）1 28882

古屋和歌子            ﾌﾙﾔ ﾜｶｺ                 エスポワＳＳ 小学（4）2 28882

渡部さくら            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ               エスポワＳＳ 小学（6）3 28882

下根　来夢            ｼﾓﾈ ﾗﾑ                  エスポワＳＳ 小学（2）4 28882

藤井　樹奈            ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾅ               エスポワＳＳ 小学（2）5 28882

浦野　芹奈            ｳﾗﾉ ｾﾘﾅ                 エスポワＳＳ 小学（4）6 28882

水田千有里            ﾐｽﾞﾀ ﾁﾕﾘ                エスポワＳＳ 中学（2）7 28882

田上　綾音            ﾀｶﾞﾐ ｱﾔﾈ                Ａｑ神河 小学（6）8 28903

千家　　彩            ｾﾝｹﾞ ｻｲ                 Ａｑ神河 中学（1）9 28903

小林　那由            ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾕ                ようかＳＳ      小学（5）10 2899G
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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

折戸　日彩            ｵﾘﾄ ﾋｻ                  あすれっつ 小学（4）1 26815

谷口　由真            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾏ                西脇工業高校 高校（2）2 28380

長倉　歩夢            ﾅｶﾞｸﾗ ｱﾕﾑ               西脇工業高校 高校（2）3 28380

山本　汐夏            ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ                 ＮＳＩ豊岡      小学（4）4 28876

安田　留菜            ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ                 ＮＳＩ豊岡      小学（5）5 28876

丸橋　心愛            ﾏﾙﾊﾞｼ ﾐｱ                エスポワＳＳ 小学（2）6 28882

藤原　樺音            ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉﾝ               Ａｑ神河 小学（3）7 28903

後藤　瑠里            ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ                 Ａｑ神河 小学（6）8 28903

福井　佳代            ﾌｸｲ ｶﾖ                  個人 一般9 2899E

東　　朱翼            ｱｽﾞﾏ ｱｹﾞﾊ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（6）10 2899F

小林　那由            ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾕ                ようかＳＳ      小学（5）11 2899G
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女子  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

折戸　日彩            ｵﾘﾄ ﾋｻ                  あすれっつ 小学（4）1 26815

仲野　　妙            ﾅｶﾉ ﾀｴ                  あすれっつ 中学（1）2 26815

谷口　由真            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾏ                西脇工業高校 高校（2）3 28380

長倉　歩夢            ﾅｶﾞｸﾗ ｱﾕﾑ               西脇工業高校 高校（2）4 28380

小谷　啓子            ｺﾀﾆ ｹｲｺ                 ＮＳＩ豊岡      一般5 28876

安田　留菜            ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ                 ＮＳＩ豊岡      小学（5）6 28876

山本　汐夏            ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ                 ＮＳＩ豊岡      小学（4）7 28876

稲垣　紀子            ｲﾅｶﾞｷ ﾉﾘｺ               ＮＳＩ豊岡      一般8 28876

瀧田　智子            ﾀｷﾀ ﾁｴｺ                 ＮＳＩ豊岡      一般9 28876

古屋和歌子            ﾌﾙﾔ ﾜｶｺ                 エスポワＳＳ 小学（4）10 28882

浦野　芹奈            ｳﾗﾉ ｾﾘﾅ                 エスポワＳＳ 小学（4）11 28882

藤井　樹奈            ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾅ               エスポワＳＳ 小学（2）12 28882

水田千有里            ﾐｽﾞﾀ ﾁﾕﾘ                エスポワＳＳ 中学（2）13 28882

下根　来夢            ｼﾓﾈ ﾗﾑ                  エスポワＳＳ 小学（2）14 28882

渡部さくら            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ               エスポワＳＳ 小学（6）15 28882

西　千奈津            ﾆｼ ﾁﾅﾂ                  エスポワＳＳ 小学（5）16 28882

丸橋　心愛            ﾏﾙﾊﾞｼ ﾐｱ                エスポワＳＳ 小学（2）17 28882

榧谷　光莉            ｶﾔﾀﾆ ﾋｶﾘ                Ａｑ神河 小学（6）18 28903

大畑　文乃            ｵｵﾊﾀ ｱﾔﾉ                Ａｑ神河 中学（1）19 28903

岩本　春菜            ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾅ                Ａｑ神河 小学（6）20 28903

大畑　顕乃            ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ                Ａｑ神河 小学（5）21 28903

木村　栞夏            ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ                 個人 小学（3）22 2899E

辻本　道子            ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐﾁｺ               個人 一般23 2899E

東　　朱翼            ｱｽﾞﾏ ｱｹﾞﾊ               香住水泳ｸﾗﾌﾞ    小学（6）24 2899F

小林　那由            ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾕ                ようかＳＳ      小学（5）25 2899G
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