
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

27104
氏名: カナ: 学校:No.:

池田北          
性別: 申込種目:

柳谷　将磨           ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ｼｮｳﾏ          一般1 男子 平泳ぎ   25m ２０～２９歳

一般2 男子 平泳ぎ   50m ２０～２９歳

八木　悠貴           ﾔｷﾞ ﾕｳｷ              高校（3）3 男子 自由形   25m １５～１９歳

高校（3）4 男子 自由形   50m １５～１９歳

高校（3）5 男子 個人メドレー  100m １５～１９歳

立山　享奨           ﾀﾃﾔﾏ ｷｮｳｽｹ           高校（3）6 男子 自由形   25m １５～１９歳

高校（3）7 男子 自由形   50m １５～１９歳

髙橋　里沙           ﾀｶﾊｼ ﾘｻ              高校（3）8 女子 自由形   25m １５～１９歳

高校（3）9 女子 自由形   50m １５～１９歳

伊藤　鈴華           ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ             高校（3）10 女子 自由形   25m １５～１９歳

高校（3）11 女子 自由形   50m １５～１９歳

28Z01
氏名: カナ: 学校:No.:

クラレ宝塚      
性別: 申込種目:

岡島有夏里           ｵｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ            小学（3）1 女子 平泳ぎ   25m ９～１０歳

秋山　智香           ｱｷﾔﾏ ｻﾄｶ             小学（5）2 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）3 女子 背泳ぎ   25m １１～１２歳

加藤　和夏           ｶﾄｳ ﾜｶ               小学（5）4 女子 自由形   25m １１～１２歳

小学（5）5 女子 背泳ぎ   25m １１～１２歳

小学（5）6 女子 バタフライ   50m １１～１２歳

横山　栞渚           ﾖｺﾔﾏ ｶﾝﾅ             小学（5）7 女子 自由形   25m １１～１２歳

小学（5）8 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）9 女子 平泳ぎ   25m １１～１２歳

米谷　友花           ﾏｲﾀﾆ ﾕｶ              小学（5）10 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）11 女子 背泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（5）12 女子 個人メドレー  100m １１～１２歳

高橋　佳暖           ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ             小学（5）13 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）14 女子 平泳ぎ   25m １１～１２歳

小学（5）15 女子 個人メドレー  100m １１～１２歳

端名歩乃果           ﾊﾅ ﾎﾉｶ               小学（6）16 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）17 女子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

中村　杏梨           ﾅｶﾑﾗ ｱﾝﾘ             小学（3）18 女子 自由形   25m ９～１０歳

小学（3）19 女子 背泳ぎ   25m ９～１０歳

小学（3）20 女子 平泳ぎ   25m ９～１０歳
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28Z02
氏名: カナ: 学校:No.: 性別: 申込種目:

林　　建太           ﾊﾔｼ ﾀｹﾄ              中学（1）1 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

喜多　雅吉           ｷﾀ ﾏｻﾖｼ              一般2 男子 自由形   50m ５０～５９歳

一般3 男子 バタフライ   50m ５０～５９歳

実藤　　真           ｻﾈﾄｳ ﾏｺﾄ             一般4 男子 背泳ぎ   50m ４０～４９歳

一般5 男子 個人メドレー  100m ４０～４９歳

一般6 男子 個人メドレー  200m ４０～４９歳

中斉　茉宏           ﾅｶｻｲ ﾏﾋﾛ             小学（5）7 女子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）8 女子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（5）9 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

中斉宏太郎           ﾅｶｻｲ ｺｳﾀﾛｳ           小学（3）10 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（3）11 男子 平泳ぎ   50m ７～８歳

小学（3）12 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

小林　洋樹           ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ            一般13 男子 背泳ぎ   50m ６０～６９歳

一般14 男子 個人メドレー  100m ６０～６９歳

一般15 男子 個人メドレー  200m ６０～６９歳

大野　貴志           ｵｵﾉ ﾀｶｼ              一般16 男子 自由形   25m ３０～３９歳

一般17 男子 個人メドレー  100m ３０～３９歳

一般18 男子 個人メドレー  200m ３０～３９歳

石谷　裕則           ｲｼﾀﾆ ﾔｽﾉﾘ            一般19 男子 背泳ぎ   25m ５０～５９歳

一般20 男子 バタフライ   25m ５０～５９歳

一般21 男子 個人メドレー  200m ５０～５９歳

田　　直樹           ﾃﾞﾝ ﾅｵｷ              一般22 男子 自由形   25m ２０～２９歳

島田琉之介           ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ          小学（4）23 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）24 男子 バタフライ   50m ９～１０歳

小学（4）25 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

木島　美月           ｷｼﾞﾏ ﾐﾂｷ             小学（3）26 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

寺内　小夏           ﾃﾗｳﾁ ｺﾅﾂ             中学（1）27 女子 個人メドレー  200m １３～１４歳

石田　桜介           ｲｼﾀﾞ ｵｳｽｹ            小学（1）28 男子 自由形   25m ７～８歳

小学（1）29 男子 個人メドレー  100m ７～８歳

小学（1）30 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

井手　晴太           ｲﾃﾞ ｾｲﾀ              小学（4）31 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）32 男子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）33 男子 個人メドレー  100m ９～１０歳

井手　陽太           ｲﾃﾞ ﾖｳﾀ              小学（4）34 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）35 男子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）36 男子 個人メドレー  100m ９～１０歳

平岩　聖二           ﾋﾗｲﾜ ｾｲｼﾞ            一般37 男子 バタフライ   50m ４０～４９歳

一般38 男子 個人メドレー  100m ４０～４９歳

一般39 男子 個人メドレー  200m ４０～４９歳

平岩　英隼           ﾋﾗｲﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ           中学（2）40 男子 バタフライ   50m １３～１４歳

中学（2）41 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

中学（2）42 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

Ａ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｱ              小学（3）43 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）44 女子 バタフライ   50m ９～１０歳

小学（3）45 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

平野　航平           ﾋﾗﾉ ｺｳﾍｲ             高校（1）46 男子 自由形   50m １５～１９歳

高校（1）47 男子 個人メドレー  100m １５～１９歳

高校（1）48 男子 個人メドレー  200m １５～１９歳

平野　秀和           ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ           中学（1）49 男子 自由形   50m １３～１４歳

2/6 ページ2017年11月23日 9:48:45



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
平野　秀和           ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ           中学（1）50 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

中学（1）51 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

長谷川由翔           ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ            小学（6）52 男子 自由形   25m １１～１２歳

小学（6）53 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）54 男子 個人メドレー  100m １１～１２歳

長谷川亮翔           ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾄ           小学（3）55 男子 自由形   25m ９～１０歳

小学（3）56 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）57 男子 個人メドレー  100m ９～１０歳

川瀬　陽大           ｶﾜｾ ﾊﾙﾄ              小学（3）58 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（3）59 男子 個人メドレー  100m ７～８歳

小学（3）60 男子 個人メドレー  200m ７～８歳

藤原　夕渚           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ             小学（5）61 女子 個人メドレー  100m １１～１２歳

八田　圭人           ﾊｯﾀ ｹｲﾄ              中学（2）62 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

鳴瀬　夏鈴           ﾅﾙｾ ｶﾘﾝ              小学（2）63 女子 平泳ぎ   50m ７～８歳

小学（2）64 女子 バタフライ   25m ７～８歳

小学（2）65 女子 個人メドレー  100m ７～８歳

鳴瀬　　晴           ﾅﾙｾ ﾊﾙ               中学（1）66 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）67 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

中学（1）68 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

鳴瀬　　朗           ﾅﾙｾ ﾄｷ               小学（4）69 男子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）70 男子 個人メドレー  100m ９～１０歳

小学（4）71 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

滝口　大心           ﾀｷｸﾞﾁ ﾀｲｼﾝ           中学（1）72 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）73 男子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（1）74 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

柳井　拓己           ﾔﾅｲ ﾀｸﾐ              中学（1）75 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（1）76 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

中学（1）77 男子 個人メドレー  200m １３～１４歳

石川　聡克           ｲｼｶﾜ ｱｷﾅﾘ            中学（2）78 男子 自由形   25m １３～１４歳

中学（2）79 男子 平泳ぎ   25m １３～１４歳

中学（2）80 男子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

石川　尚稔           ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄｼ            高校（2）81 男子 自由形   50m １５～１９歳

高校（2）82 男子 個人メドレー  100m １５～１９歳

高校（2）83 男子 個人メドレー  200m １５～１９歳

木山　拓也           ｷﾔﾏ ﾀｸﾔ              中学（2）84 男子 自由形   50m １３～１４歳

中学（2）85 男子 平泳ぎ   50m １３～１４歳

中学（2）86 男子 個人メドレー  100m １３～１４歳

木山　絢香           ｷﾔﾏ ｱﾔｶ              小学（5）87 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（5）88 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

小学（5）89 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

森脇　敦子           ﾓﾘﾜｷ ｱﾂｺ             一般90 女子 自由形   50m ６０～６９歳

一般91 女子 バタフライ   25m ６０～６９歳

一般92 女子 個人メドレー  100m ６０～６９歳

松澤かりん           ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾘﾝ            小学（5）93 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

渡邊　咲那           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ             小学（4）94 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）95 女子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（4）96 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

篠原　　礼           ｼﾉﾊﾗ ｱﾔ              小学（5）97 女子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

小学（5）98 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

小学（5）99 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

浦松　陽向           ｳﾗﾏﾂ ﾋﾅﾀ             小学（5）100 男子 自由形   50m １１～１２歳
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浦松　陽向           ｳﾗﾏﾂ ﾋﾅﾀ             小学（5）101 男子 バタフライ   50m １１～１２歳

小学（5）102 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

浦松あおい           ｳﾗﾏﾂ ｱｵｲ             小学（3）103 女子 自由形   50m ７～８歳

小学（3）104 女子 平泳ぎ   50m ７～８歳

小学（3）105 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

下條　聡哉           ｼﾓｼﾞｮｳ ﾄｼﾔ           一般106 男子 個人メドレー  200m ４０～４９歳

石井　和子           ｲｼｲ ｶｽﾞｺ             一般107 女子 自由形   25m ６０～６９歳

一般108 女子 個人メドレー  100m ６０～６９歳

福井　咲子           ﾌｸｲ ｻｷｺ              一般109 女子 自由形   25m ７０歳以上

一般110 女子 背泳ぎ   25m ７０歳以上

橋本　　彩           ﾊｼﾓﾄ ｱﾔ              小学（2）111 女子 自由形   25m ７～８歳

小学（2）112 女子 背泳ぎ   25m ７～８歳

小学（2）113 女子 平泳ぎ   25m ７～８歳

三昌　拓真           ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ              小学（3）114 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（3）115 男子 背泳ぎ   25m ９～１０歳

小学（3）116 男子 平泳ぎ   25m ９～１０歳

村上　千夏           ﾑﾗｶﾐ ﾁﾅﾂ             小学（6）117 女子 個人メドレー  100m １１～１２歳

西本帆乃夏           ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ             小学（4）118 女子 自由形   25m ９～１０歳

小学（4）119 女子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）120 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

西本陽代里           ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ             小学（1）121 女子 自由形   25m ７～８歳

小学（1）122 女子 背泳ぎ   25m ７～８歳

中村　祐貴           ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ             小学（4）123 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）124 男子 背泳ぎ   25m ９～１０歳

小学（4）125 男子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

南田　真己           ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｷ             小学（5）126 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（5）127 男子 背泳ぎ   50m ９～１０歳

南田　真生           ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｵ             小学（6）128 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）129 男子 背泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（6）130 男子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

熊野美千代           ｸﾏﾉ ﾐﾁﾖ              一般131 女子 自由形   50m ５０～５９歳

一般132 女子 背泳ぎ   25m ５０～５９歳

杉本　菜真           ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾅｵ            小学（3）133 女子 自由形   25m ７～８歳

小学（3）134 女子 背泳ぎ   25m ７～８歳

小学（3）135 女子 平泳ぎ   25m ７～８歳

河井　志帆           ｶﾜｲ ｼﾎ               小学（5）136 女子 自由形   25m １１～１２歳

小学（5）137 女子 背泳ぎ   25m １１～１２歳

石井聡一郎           ｲｼｲ ｿｳｲﾁﾛｳ           一般138 男子 個人メドレー  100m ２０～２９歳

一般139 男子 個人メドレー  200m ２０～２９歳

岸　　秀樹           ｷｼ ﾋﾃﾞｷ              一般140 男子 個人メドレー  200m ３０～３９歳

難波　美輝           ﾅﾝﾊﾞ ﾐｷ              一般141 女子 個人メドレー  100m ２０～２９歳

和田　琉来 ﾜﾀﾞ ﾘｸ 幼児142 男子 自由形   25m ６歳以下

幼児143 男子 背泳ぎ   25m ６歳以下

田中　颯大           ﾀﾅｶ ｿｳﾀ              小学（6）144 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）145 男子 個人メドレー  100m １１～１２歳

小学（6）146 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

田中　大輝           ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ             小学（4）147 男子 自由形   50m ９～１０歳

小学（4）148 男子 個人メドレー  100m ９～１０歳

小学（4）149 男子 個人メドレー  200m ９～１０歳

寄　　絢音           ﾖﾘ ｱﾔﾈ               小学（1）150 女子 平泳ぎ   50m ７～８歳

小学（1）151 女子 個人メドレー  100m ７～８歳
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白井　佳穂           ｼﾗｲ ｶﾎ               小学（5）152 女子 自由形   25m １１～１２歳

小学（5）153 女子 平泳ぎ   25m １１～１２歳

石川　真子           ｲｼｶﾜ ﾏｺ              小学（3）154 女子 背泳ぎ   50m ７～８歳

小学（3）155 女子 バタフライ   25m ７～８歳

小学（3）156 女子 個人メドレー  200m ７～８歳

水田　知花           ﾐｽﾞﾀ ﾊﾙｶ             小学（4）157 女子 自由形   25m ９～１０歳

小学（4）158 女子 平泳ぎ   25m ９～１０歳

小学（4）159 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

英　　正雄           ﾊﾅﾌｻ ﾏｻｵ             小学（2）160 男子 自由形   25m ７～８歳

小学（2）161 男子 自由形   50m ７～８歳

小学（2）162 男子 平泳ぎ   50m ７～８歳

山田　智也           ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ             中学（1）163 男子 バタフライ   50m １１～１２歳

中学（1）164 男子 個人メドレー  100m １１～１２歳

赤松　光江           ｱｶﾏﾂ ﾐﾂｴ             一般165 女子 自由形   25m ６０～６９歳

一般166 女子 平泳ぎ   25m ６０～６９歳

伊藤　昌子           ｲﾄｳ ﾏｻｺ              一般167 女子 自由形   25m ５０～５９歳

一般168 女子 背泳ぎ   25m ５０～５９歳

一般169 女子 平泳ぎ   25m ５０～５９歳

白井　大翔           ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ              小学（6）170 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（6）171 男子 個人メドレー  100m １１～１２歳

小学（6）172 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

白井　大誠           ｼﾗｲ ﾀｲｾｲ             小学（4）173 男子 自由形   25m ９～１０歳

小学（4）174 男子 平泳ぎ   25m ９～１０歳

小学（4）175 男子 平泳ぎ   50m ９～１０歳

野上　浩子           ﾉｶﾞﾐ ﾋﾛｺ             一般176 女子 自由形   50m ４０～４９歳

一般177 女子 背泳ぎ   25m ４０～４９歳

一般178 女子 平泳ぎ   25m ４０～４９歳

田中　　真           ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ              一般179 男子 個人メドレー  100m ４０～４９歳

一般180 男子 個人メドレー  200m ４０～４９歳

石原　　宏           ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ             一般181 男子 自由形   50m ６０～６９歳

一般182 男子 個人メドレー  100m ６０～６９歳

中山　亜哉           ﾅｶﾔﾏ ｱﾔ              一般183 女子 個人メドレー  100m ４０～４９歳

一般184 女子 個人メドレー  200m ４０～４９歳

小幡　和子           ｺﾊﾞﾀ ｶｽﾞｺ            一般185 女子 個人メドレー  100m ５０～５９歳

一般186 女子 個人メドレー  200m ５０～５９歳

野沢井ひな           ﾉｻﾞﾜｲ ﾋﾅ             小学（6）187 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

岡島　虹果           ｵｶｼﾞﾏ ﾅﾅｶ            小学（3）188 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

小学（3）189 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

陸野　　結           ﾘｸﾉ ﾕｲ               小学（5）190 女子 個人メドレー  100m ９～１０歳

小学（5）191 女子 個人メドレー  200m ９～１０歳

仁頃　心葉           ﾆｺﾞﾛ ﾐﾜ              小学（5）192 女子 自由形   25m ９～１０歳

小学（5）193 女子 平泳ぎ   25m ９～１０歳

宮村　俊成           ﾐﾔﾑﾗ ﾄｼﾅﾘ            一般194 男子 自由形   50m ４０～４９歳

辻　明里咲           ﾂｼﾞ ｱﾘｻ              小学（6）195 女子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（6）196 女子 個人メドレー  100m １１～１２歳

島　以緒乃           ｼﾏ ｲｵﾉ               小学（5）197 女子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（5）198 女子 個人メドレー  100m １１～１２歳

小学（5）199 女子 個人メドレー  200m １１～１２歳

峰晴真由子           ﾐﾈﾊﾙ ﾏﾕｺ             一般200 女子 自由形   25m ３０～３９歳

一般201 女子 平泳ぎ   25m ３０～３９歳

一般202 女子 平泳ぎ   50m ３０～３９歳
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伊藤　研一           ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ             一般203 男子 自由形   50m ７０歳以上

一般204 男子 バタフライ   25m ７０歳以上

森田　悠太           ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ              小学（5）205 男子 自由形   50m １１～１２歳

小学（5）206 男子 平泳ぎ   50m １１～１２歳

小学（5）207 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

森田　泰生           ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ              中学（1）208 男子 自由形   25m １１～１２歳

中学（1）209 男子 自由形   50m １１～１２歳

中学（1）210 男子 個人メドレー  200m １１～１２歳

金　　世響           ｷﾑ ｾﾋｬﾝ              小学（3）211 男子 背泳ぎ   25m ９～１０歳
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