
平成27年度兵庫県選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

13702
氏名: カナ: 学校:No.:

野村證券
性別: 申込種目:

河村　拓実           ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ             一般1 男子 自由形   50m 一般

一般2 男子 バタフライ   50m 一般

13771
氏名: カナ: 学校:No.:

ミズノ
性別: 申込種目:

白井　裕樹           ｼﾗｲ ﾕｳｷ              一般1 男子 背泳ぎ  100m 一般

17503
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ長岡
性別: 申込種目:

瀧口　陽平           ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ           一般1 男子 自由形  200m 一般

一般2 男子 自由形  400m 一般

26864
氏名: カナ: 学校:No.:

京都大大学院
性別: 申込種目:

新谷　　健           ｼﾝﾀﾆ ﾏｻﾙ             一般1 男子 自由形   50m 一般

古渕　義史           ｺﾌﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ            一般2 男子 自由形   50m 一般

一般3 男子 バタフライ   50m 一般

28041
氏名: カナ: 学校:No.:

望海中学
性別: 申込種目:

大畑　　元           ｵｵﾊﾀ ｹﾞﾝ             中学（3）1 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

田中　佑樹           ﾀﾅｶ ﾕｳｷ              中学（3）3 男子 自由形   50m 14才

幸王　郁斗           ｺｳｵｳ ｲｸﾄ             中学（3）4 男子 自由形   50m 14才

中学（3）5 男子 背泳ぎ   50m 14才

増永　　裕           ﾏｽﾅｶﾞ ﾋﾛ             中学（2）6 男子 自由形   50m 14才

都地　悠馬           ﾄｼﾞ ﾕｳﾏ              中学（2）7 男子 自由形   50m 13才

中学（2）8 男子 自由形  100m 13才

28109
氏名: カナ: 学校:No.:

安室中学
性別: 申込種目:

高田　凌佑           ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ            中学（3）1 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）2 男子 個人メドレー  400m 14才

28207
氏名: カナ: 学校:No.:

報徳学園中学
性別: 申込種目:

小寺　恒輝           ｺﾃﾗ ｺｳｷ              中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 自由形  200m 15･16才

中学（3）3 男子 自由形  400m 15･16才

遠藤　正隆           ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ           中学（3）4 男子 自由形   50m 14才

中学（3）5 男子 自由形  100m 14才

森　　恵嗣           ﾓﾘ ｹｲｼ               中学（2）6 男子 自由形   50m 14才

中学（2）7 男子 自由形  100m 14才

石原　暉生           ｲｼﾊﾗ ｺｳｷ             中学（2）8 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）9 男子 平泳ぎ  100m 14才
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平成27年度兵庫県選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28208
氏名: カナ: 学校:No.:

仁川学院中学
性別: 申込種目:

川井　翔太           ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ             中学（3）1 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

奥澤　伊織           ｵｸｻﾞﾜ ｲｵﾘ            中学（3）2 男子 自由形   50m 14才

中学（3）3 男子 自由形  100m 14才

山田　未来           ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾗｲ             中学（3）4 男子 平泳ぎ   50m 14才

平川　　栞           ﾋﾗｶﾜ ｼｵﾘ             中学（3）5 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

28212
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南中学
性別: 申込種目:

松本波瑠馬           ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ             中学（3）1 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）2 男子 平泳ぎ  200m 14才

28307
氏名: カナ: 学校:No.:

伊丹西高校
性別: 申込種目:

東谷　満菜           ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾏﾅ            高校（2）1 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）2 女子 バタフライ   50m 15･16才
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平成27年度兵庫県選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28309
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路商業高校
性別: 申込種目:

西留　駿平           ﾆｼﾄﾞﾒ ｼｭﾝﾍﾟｲ         高校（3）1 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

川原　渓青           ｶﾜﾊﾗ ｹｲｾｲ            高校（3）4 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

藤本　　稜           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ            高校（3）7 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森中健太郎           ﾓﾘﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ           高校（3）9 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）10 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）11 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

井戸　隼人           ｲﾄﾞ ﾊﾔﾄ              高校（2）12 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

黒田　仁哉           ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ            高校（2）14 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）15 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

森本　浩平           ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ            高校（2）16 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）17 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

荒木　拓斗           ｱﾗｷ ﾀｸﾄ              高校（2）18 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）19 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

森田　幸佑           ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ             高校（1）20 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）21 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）22 男子 自由形  400m 15･16才

山田　優太           ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ             高校（1）23 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）24 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）25 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

小川　綾花           ｵｶﾞﾜ ｱﾔｶ             高校（3）26 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）27 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）28 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山口　　夏           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂ             高校（2）29 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）30 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

村田悠季奈           ﾑﾗﾀ ﾕｷﾅ              高校（2）31 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）32 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）33 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

廣谷　瑠花           ﾋﾛﾀﾆ ﾙｶ              高校（2）34 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）35 女子 自由形  100m 15･16才

永井きらら           ﾅｶﾞｲ ｷﾗﾗ             高校（2）36 女子 バタフライ  200m 15･16才

高校（2）37 女子 個人メドレー  400m 15･16才

猪谷　咲紀           ｲﾉﾀﾆ ｻｷ              高校（1）38 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）39 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）40 女子 バタフライ  200m 15･16才

濱田　　凜           ﾊﾏﾀﾞ ﾘﾝ              高校（1）41 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）42 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）43 女子 自由形  800m 15･16才

北村　　萌           ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ              高校（1）44 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）45 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）46 女子 バタフライ  100m 15･16才
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平成27年度兵庫県選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28310
氏名: カナ: 学校:No.:

県立御影高校
性別: 申込種目:

大谷　　洸           ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ             高校（2）1 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

髙橋　和也           ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ            高校（2）3 男子 自由形   50m 15･16才

黒塚　圭人           ｸﾛﾂｶ ｹｲﾄ             高校（1）4 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）5 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

28311
氏名: カナ: 学校:No.:

洲本高校
性別: 申込種目:

毛笠　滉大           ｹｶﾞｻ ｺｳﾀﾞｲ           高校（2）1 男子 自由形   50m 15･16才

大江　翔也           ｵｵｴ ﾄｷﾔ              高校（1）2 男子 自由形   50m 15･16才

松本　誠聡           ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻﾄ             高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

田村茉莉花           ﾀﾑﾗ ﾏﾘｶ              高校（2）4 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）5 女子 個人メドレー  200m 15･16才

28315
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路工業高校
性別: 申込種目:

三浦　弘貴           ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ              高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

柳田　健伍           ﾔﾅｷﾞﾀ ｹﾝｺﾞ           高校（3）2 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北垣　和真           ｷﾀｶﾞｷ ｶｽﾞﾏ           高校（3）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

西井　　章           ﾆｼｲ ｱｷﾗ              高校（3）7 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大西　佑樹           ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ             高校（3）9 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）10 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

谷口　晃基           ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｷ            高校（3）11 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山吉　雄嘉           ﾔﾏﾖｼ ﾕｳｶﾞ            高校（2）12 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大澤　聖雅           ｵｵｻﾜ ｾｲｶﾞ            高校（2）14 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

青木　優太           ｱｵｷ ﾕｳﾀ              高校（2）15 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

濱田　武也           ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹﾔ             高校（2）16 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）17 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

吉野　雅人           ﾖｼﾉ ﾏｻﾄ              高校（1）18 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）19 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

藤井　祐太           ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ             高校（1）20 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）21 男子 個人メドレー  400m 15･16才

塚川　永嗣           ﾂｶｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ           高校（1）22 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

田中　壱星           ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ             高校（1）23 男子 自由形   50m 15･16才
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平成27年度兵庫県選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28319
氏名: カナ: 学校:No.:

県立尼崎高校
性別: 申込種目:

前田　健佑           ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ            高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

増田　祐稀           ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ             高校（3）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

盛　　泰喜           ﾓﾘ ﾀｲｷ               高校（3）5 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）7 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

御船　竣伍           ﾐﾌﾈ ｼｭﾝｺﾞ            高校（3）8 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）9 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）10 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

脇田　勇真           ﾜｷﾀ ﾕｳﾏ              高校（3）11 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

前田　裕貴           ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ             高校（2）12 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）14 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

春日　将利           ｶｽｶﾞ ﾏｻﾄｼ            高校（2）15 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

横田　卓也           ﾖｺﾀ ﾀｸﾔ              高校（2）16 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）17 男子 自由形  400m 15･16才

河野　寛土           ｺｳﾉ ﾋﾛﾄ              高校（1）18 男子 自由形   50m 15･16才

28320
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸商業高校
性別: 申込種目:

中尾　　恵           ﾅｶｵ ﾒｸﾞﾐ             高校（2）1 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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28332
氏名: カナ: 学校:No.:

県立長田高校
性別: 申込種目:

重村　　優           ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ             高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

辻　　凌雅           ﾂｼﾞ ﾘｮｳｶﾞ            高校（2）4 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山田　直樹           ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ             高校（2）5 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）6 男子 自由形  200m 15･16才

檜尾　優樹           ﾋﾉｷｵ ﾏｻｷ             高校（2）7 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）8 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）9 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

山本　仁也           ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ            高校（2）10 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

小池　智裕           ｺｲｹ ﾄﾓﾋﾛ             高校（2）11 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）12 男子 自由形  400m 15･16才

高校（2）13 男子 バタフライ  100m 15･16才

舩木　敢大           ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ              高校（1）14 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）15 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

丹治　和也           ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞﾔ            高校（1）16 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）17 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）18 男子 バタフライ   50m 15･16才

細野　鷹杜           ﾎｿﾉ ﾀｶﾄ              高校（1）19 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）20 男子 個人メドレー  400m 15･16才

櫛川　新太           ｸｼｶﾜ ｱﾗﾀ             高校（1）21 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）22 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

楽前　雄大           ﾗｸｾﾞﾝ ﾕｳﾀﾞｲ          高校（1）23 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）24 男子 バタフライ  200m 15･16才

岸本陵太郎           ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ          高校（1）25 男子 自由形   50m 15･16才

中尾　優太           ﾅｶｵ ﾕｳﾀ              高校（1）26 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）27 男子 バタフライ   50m 15･16才

松浦絵里奈           ﾏﾂｳﾗ ｴﾘﾅ             高校（2）28 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）29 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岸澤　南帆           ｷｼｻﾞﾜ ﾅﾎ             高校（2）30 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）31 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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平成27年度兵庫県選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28342
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸鈴蘭台高
性別: 申込種目:

松林　直紀           ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ           高校（2）1 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中野　泰宏           ﾅｶﾉ ﾔｽﾋﾛ             高校（2）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）4 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（2）5 男子 バタフライ  100m 15･16才

走出　航介           ﾊｼﾃﾞ ｺｳｽｹ            高校（2）6 男子 自由形   50m 15･16才

中西　大輔           ﾅｶﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ           高校（1）7 男子 自由形   50m 15･16才

清水　大輔           ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ           高校（1）8 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）9 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）10 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

橋本　周坪           ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ           高校（1）11 男子 自由形   50m 15･16才

山下　智史           ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ             高校（1）12 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）13 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）14 男子 バタフライ  100m 15･16才

宮内　郁実           ﾐﾔｳﾁ ｲｸﾐ             高校（2）15 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

高校（2）16 女子 個人メドレー  200m 15･16才

簑田　理央           ﾐﾉﾀ ﾘｵ               高校（1）17 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）18 女子 自由形  100m 15･16才

下浦　菜月           ｼﾓｳﾗ ﾅﾂｷ             高校（1）19 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）20 女子 自由形  800m 15･16才

山本　琴理           ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾘ             高校（1）21 女子 自由形   50m 15･16才

山本　真子           ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ              高校（1）22 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）23 女子 自由形  200m 15･16才

28346
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸高校
性別: 申込種目:

田邉　大地           ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ            高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松浦　智仁           ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓﾋﾄ            高校（2）3 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

須波　　和           ｽﾅﾐ ｶｽﾞ              高校（2）5 男子 自由形  100m 15･16才

渡邉　大介           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ          高校（2）6 男子 自由形   50m 15･16才

山川　一成           ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ           高校（2）7 男子 自由形   50m 15･16才

池田　考蔵           ｲｹﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ           高校（2）8 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

野柳　和宏           ﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ           高校（2）9 男子 バタフライ   50m 15･16才

下奥　鈴佳           ｼﾓｵｸ ｽｽﾞｶ            高校（2）10 女子 自由形   50m 15･16才

柴垣　志保           ｼﾊﾞｶﾞｷ ｼﾎ            高校（2）11 女子 自由形   50m 15･16才

松本　真奈           ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ              高校（1）12 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）13 女子 自由形  100m 15･16才
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平成27年度兵庫県選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28347
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫工業高校
性別: 申込種目:

宗佐　零也           ｿｳｻ ﾚｲﾔ              高校（3）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

端村　昌也           ﾊｼﾑﾗ ﾏｻﾔ             高校（3）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

平井　一輝           ﾋﾗｲ ｶｽﾞｷ             高校（3）3 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小坂　直人           ｺｻｶ ﾅｵﾄ              高校（3）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡崎　　光           ｵｶｻﾞｷ ﾋｶﾙ            高校（2）6 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）7 男子 自由形  100m 15･16才

藤井　海空           ﾌｼﾞｲ ﾐｸ              高校（2）8 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）9 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

廣瀬　雄大           ﾋﾛｾ ﾕｳﾀﾞｲ            高校（2）10 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）11 男子 自由形  200m 15･16才

木村　大翔           ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ              高校（2）12 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）13 男子 自由形  100m 15･16才

清水　裕明           ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ            高校（2）14 男子 自由形   50m 15･16才

黒田　涼介           ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ           高校（2）15 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）16 男子 自由形  200m 15･16才

川木　颯太           ｶﾜｷ ｿｳﾀ              高校（1）17 男子 自由形   50m 15･16才

井上　雄斗           ｲﾉｳｴ ｶﾂﾄ             高校（1）18 男子 自由形   50m 15･16才

吉田　恭平           ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ           高校（1）19 男子 自由形   50m 15･16才

中田　健悟           ﾅｶﾀ ｹﾝｺﾞ             高校（1）20 男子 自由形   50m 15･16才

濵嵜　柾徳           ﾊﾏｻｷ ﾏｻﾖｼ            高校（1）21 男子 自由形   50m 15･16才

田村　　亮           ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ              高校（1）22 男子 自由形   50m 15･16才

木村　柊斗           ｷﾑﾗ ｼｭｳﾄ             高校（1）23 男子 自由形   50m 15･16才

田中　颯馬           ﾀﾅｶ ｿｳﾏ              高校（1）24 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）25 男子 自由形  100m 15･16才

糸島　　望           ｲﾄｼﾏ ﾉｿﾞﾐ            高校（2）26 女子 自由形   50m 15･16才

28361
氏名: カナ: 学校:No.:

県立兵庫高校
性別: 申込種目:

川根　孝生           ｶﾜﾈ ｺｳｷ              高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山中　智樹           ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ             高校（2）2 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）3 男子 バタフライ   50m 15･16才

加藤　翔太           ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ             高校（1）4 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）5 男子 個人メドレー  400m 15･16才

吉岡　祐希           ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ             高校（2）6 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

的場眞優子           ﾏﾄﾊﾞ ﾏﾕｺ             高校（2）7 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）8 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

山本　樹理           ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾘ            高校（1）9 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）10 女子 バタフライ   50m 15･16才

8/61 ページ2015年7月25日 10:21:16



平成27年度兵庫県選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28363
氏名: カナ: 学校:No.:

上郡高校
性別: 申込種目:

都藤　陽平           ﾂﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ            高校（2）1 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）2 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（2）3 男子 バタフライ  100m 15･16才

林　　　樹           ﾊﾔｼ ﾀﾂｷ              高校（2）4 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）5 男子 自由形  100m 15･16才

是兼　拓真           ｺﾚｶﾈ ﾀｸﾏ             高校（1）6 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）7 男子 バタフライ  200m 15･16才

上倉　龍一           ｳｴｸﾗ ﾘｭｳｲﾁ           高校（1）8 男子 自由形   50m 15･16才

延原　　彩           ﾉﾌﾞﾊﾗ ｱﾔ             高校（3）9 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）10 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山本　樹那           ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾅ            高校（2）11 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）12 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28367
氏名: カナ: 学校:No.:

県立舞子高校
性別: 申込種目:

森本　涼介           ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ           高校（2）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

若松龍之介           ﾜｶﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ          高校（1）4 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）5 男子 自由形  100m 15･16才

芝本　夕海           ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳﾐ            高校（1）6 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）7 男子 自由形  100m 15･16才

岩崎　真紀           ｲﾜｻｷ ﾏｷ              高校（2）8 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

泉　　茉宥           ｲｽﾞﾐ ﾏﾋﾛ             高校（2）9 女子 自由形  100m 15･16才

高校（2）10 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

片山　柚希           ｶﾀﾔﾏ ﾕｽﾞｷ            高校（1）11 女子 自由形   50m 15･16才

28375
氏名: カナ: 学校:No.:

加古川北高校
性別: 申込種目:

黒木　創太           ｸﾛｷﾞ ｿｳﾀ             高校（2）1 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山田　裕也           ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ             高校（2）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）4 男子 自由形  100m 15･16才

植田　和馬           ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ            高校（1）5 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）6 男子 自由形  100m 15･16才

藤村　健人           ﾌｼﾞﾑﾗ ｹﾝﾄ            高校（1）7 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）8 男子 自由形  100m 15･16才

三軒　秀太           ｻﾝｹﾞﾝ ｼｭｳﾀ           高校（1）9 男子 自由形   50m 15･16才

梶原　友世           ｶｼﾞﾊﾗ ﾄﾓﾖ            高校（2）10 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

西川　紗英           ﾆｼｶﾜ ｻｴ              高校（2）12 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）13 女子 自由形  100m 15･16才

加藤野乃佳           ｶﾄｳ ﾉﾉｶ              高校（1）14 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）15 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

小松　涼菜           ｺﾏﾂ ｽｽﾞﾅ             高校（1）16 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）17 女子 自由形  400m 15･16才
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28380
氏名: カナ: 学校:No.:

西脇工業高校
性別: 申込種目:

丸山　祐汰           ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ             高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

寺川　　諒           ﾃﾗｶﾜ ﾘｮｳ             高校（3）2 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

藤本　星也           ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ            高校（3）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

八十原　洋           ﾔｿﾊﾗ ﾖｳ              高校（3）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

足立　悠真           ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾏ             高校（2）7 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

見坂　直樹           ｹﾝｻﾞｶ ﾅｵｷ            高校（2）9 男子 自由形   50m 15･16才

市位　知也           ｲﾁｲ ﾄﾓﾔ              高校（2）10 男子 自由形   50m 15･16才

幌村　　尚           ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ              高校（2）11 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）12 男子 バタフライ  200m 15･16才

長倉　歩夢           ﾅｶﾞｸﾗ ｱﾕﾑ            高校（1）13 女子 バタフライ   50m 15･16才

谷口　由真           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾏ             高校（1）14 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）15 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

28381
氏名: カナ: 学校:No.:

明石南高校
性別: 申込種目:

濱本　夏輝           ﾊﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ             高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

江口圭一郎           ｴｸﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ          高校（1）2 男子 自由形   50m 15･16才

28382
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎小田高校
性別: 申込種目:

挽地　悠斗           ﾋｷﾁ ﾕｳﾄ              高校（2）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松下　和希           ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｷ            高校（2）2 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

神吉　晶平           ｶﾝｷ ｼｮｳﾍｲ            高校（2）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

金森　大和           ｶﾅﾓﾘ ﾔﾏﾄ             高校（2）5 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

古林　侑磨           ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ           高校（2）6 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）7 男子 自由形  100m 15･16才

米田　修平           ﾖﾈﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ           高校（1）8 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）9 男子 自由形  100m 15･16才

衣川　和志           ｷﾇｶﾞﾜ ｶｽﾞｼ           高校（1）10 男子 自由形   50m 15･16才

永田　翔也           ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳﾔ            高校（1）11 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

田中　響希           ﾀﾅｶ ﾋﾋﾞｷ             高校（2）12 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）13 女子 自由形  100m 15･16才
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28385
氏名: カナ: 学校:No.:

明石清水高校
性別: 申込種目:

野口　育海           ﾉｸﾞﾁ ｲｸﾐ             高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

増井　恭介           ﾏｽｲ ｷｮｳｽｹ            高校（2）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

粟田　宏騎           ｱﾜﾀ ｺｳｷ              高校（2）7 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）9 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

櫛野　郁也           ｸｼﾉ ﾌﾐﾔ              高校（2）10 男子 自由形   50m 15･16才

泉　　綾人           ｲｽﾞﾐ ｱﾔﾄ             高校（2）11 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）12 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）13 男子 自由形  200m 15･16才

井上　　優           ｲﾉｳｴ ﾕｳ              高校（2）14 男子 自由形   50m 15･16才

山田　大貴           ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ             高校（2）15 男子 自由形   50m 15･16才

岡　　勇希           ｵｶ ﾕｳｷ               高校（1）16 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）17 男子 バタフライ   50m 15･16才

馬渕　悠斗           ﾏﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ             高校（1）18 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）19 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

羽田　大生           ﾊﾀﾞ ﾀｲｾｲ             高校（1）20 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）21 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）22 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

山本　貴由           ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ            高校（1）23 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）24 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）25 男子 自由形  400m 15･16才

横山　公香           ﾖｺﾔﾏ ｷﾐｶ             高校（3）26 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）27 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

遠藤　里菜           ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ             高校（3）28 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）29 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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28387
氏名: カナ: 学校:No.:

川西北陵高校
性別: 申込種目:

岡　　勇斗           ｵｶ ﾕｳﾄ               高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

竹﨑　晟太           ﾀｹｻﾞｷ ｾｲﾀ            高校（3）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

有村　皐月           ｱﾘﾑﾗ ｻﾂｷ             高校（2）5 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

葛間　裕大           ｸｽﾞﾏ ﾕｳﾀ             高校（2）7 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上田　直紀           ｳｴﾀﾞ ﾅｵｷ             高校（2）9 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高田　大輝           ﾀｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ            高校（2）10 男子 自由形   50m 15･16才

大嶌　悠平           ｵｵｼﾏ ﾕｳﾍｲ            高校（1）11 男子 自由形   50m 15･16才

徳田進之介           ﾄｸﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ           高校（1）12 男子 自由形   50m 15･16才

小西　直哉           ｺﾆｼ ﾅｵﾔ              高校（1）13 男子 バタフライ   50m 15･16才

阪本　　凪           ｻｶﾓﾄ ﾅｷﾞ             高校（2）14 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）15 女子 自由形  100m 15･16才

酒井　響子           ｻｶｲ ｷｮｳｺ             高校（2）16 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）17 女子 自由形  100m 15･16才

藤原未可子           ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐｶｺ            高校（1）18 女子 自由形   50m 15･16才

28388
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路飾西高校
性別: 申込種目:

松本隆之介           ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ          高校（2）1 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）2 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

北川　直希           ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵｷ            高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

宮永　貴央           ﾐﾔﾅｶﾞ ﾀｶｵ            高校（1）4 男子 バタフライ   50m 15･16才

相原　唯人           ｱｲﾊﾗ ﾕｲﾄ             高校（1）5 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）6 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

藤原　直哉           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ            高校（1）7 男子 自由形   50m 15･16才

白根　僚人           ｼﾗﾈ ﾘｮｳﾄ             高校（1）8 男子 自由形   50m 15･16才

治田　唯菜           ｼﾞﾀﾞ ﾕｲﾅ             高校（2）9 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松岡　沙英           ﾏﾂｵｶ ｻｴ              高校（2）11 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

池内　優果           ｲｹｳﾁ ﾕｳｶ             高校（2）12 女子 自由形  100m 15･16才

高校（2）13 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

難波　実央           ﾅﾝﾊﾞ ﾐｵ              高校（1）14 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）15 女子 自由形  200m 15･16才

坂本　咲良           ｻｶﾓﾄ ｻｸﾗ             高校（1）16 女子 背泳ぎ   50m 15･16才
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28396
氏名: カナ: 学校:No.:

明石城西高校
性別: 申込種目:

大畑　　陸           ｵｵﾊﾀ ﾘｸ              高校（2）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

馬場　創真           ﾊﾞﾊﾞ ｿｳﾏ             高校（2）3 男子 自由形   50m 15･16才

三宅　永起           ﾐﾔｹ ｴｲｷ              高校（2）4 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

大塚　勇輝           ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ             高校（2）5 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）6 男子 自由形  100m 15･16才

小林　海斗           ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ            高校（1）7 男子 自由形   50m 15･16才

道林　正太           ﾐﾁﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ          高校（1）8 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）9 男子 自由形  200m 15･16才

増田　啓吾           ﾏｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ            高校（1）10 男子 自由形   50m 15･16才

金子　裕貴           ｶﾈｺ ﾋﾛｷ              高校（1）11 男子 自由形   50m 15･16才

坂田　仁美           ｻｶﾀ ﾋﾄﾐ              高校（1）12 女子 自由形   50m 15･16才

28397
氏名: カナ: 学校:No.:

県立農業高校
性別: 申込種目:

桑名　芹果           ｸﾜﾅ ｾﾘｶ              高校（3）1 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

淮田　鈴音           ﾜｲﾀﾞ ｽｽﾞﾈ            高校（1）3 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）4 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）5 女子 バタフライ   50m 15･16才
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28507
氏名: カナ: 学校:No.:

市立尼崎高校
性別: 申込種目:

吉川　裕亮           ﾖｼｶﾜ ﾕｳｽｹ            高校（3）1 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山本　知宏           ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ            高校（3）3 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

東谷　一輝           ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶｽﾞｷ          高校（3）6 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）7 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

増井　晃汰           ﾏｽｲ ｺｳﾀ              高校（2）9 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

橘　　大夢           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾑ            高校（2）12 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）14 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

石谷　飛唯           ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ            高校（2）15 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）16 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）17 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

有留　愛樹           ｱﾘﾄﾞﾒ ｱｲｼﾞｭ          高校（2）18 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）19 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）20 男子 自由形  200m 15･16才

井上　永遠           ｲﾉｳｴ ﾄﾜ              高校（1）21 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）22 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）23 男子 自由形  200m 15･16才

豊福　啓太           ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ             高校（1）24 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）25 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）26 男子 自由形  400m 15･16才

林　　　学           ﾊﾔｼ ｶﾞｸ              高校（1）27 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）28 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）29 男子 自由形  200m 15･16才

芳田　拓海           ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ             高校（1）30 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）31 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）32 男子 自由形  400m 15･16才

山田　翔太           ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ            高校（1）33 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）34 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）35 男子 個人メドレー  200m 15･16才

橋本亜莉沙           ﾊｼﾓﾄ ｱﾘｻ             高校（3）36 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）37 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大島　三央           ｵｵｼﾏ ﾐｵ              高校（3）38 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）39 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小林　茉由           ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ             高校（2）40 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）41 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）42 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中村　紗彩           ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ             高校（2）43 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）44 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）45 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡崎　加奈           ｵｶｻﾞｷ ｶﾅ             高校（2）46 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）47 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森岡　未来           ﾓﾘｵｶ ﾐﾗｲ             高校（2）48 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）49 女子 背泳ぎ  200m 15･16才
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上山　万結           ｳｴﾔﾏ ﾏﾕ              高校（1）50 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）51 女子 自由形  800m 15･16才

奥山　綾子           ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ             高校（1）52 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）53 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）54 女子 自由形  200m 15･16才

奥山　喬子           ｵｸﾔﾏ ﾀｶｺ             高校（1）55 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）56 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）57 女子 バタフライ  200m 15･16才

喜来　夏純           ｷﾗｲ ｶｽﾐ              高校（1）58 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）59 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）60 女子 バタフライ  200m 15･16才

木村　真優           ｷﾑﾗ ﾏﾕ               高校（1）61 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）62 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）63 女子 バタフライ  200m 15･16才

川江　琴乃           ｶﾜｴ ｺﾄﾉ              高校（1）64 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）65 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

新谷　陽香           ｼﾝﾀﾆ ﾊﾙｶ             高校（1）66 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）67 女子 自由形  100m 15･16才

28509
氏名: カナ: 学校:No.:

須磨翔風高校
性別: 申込種目:

藤川　尚輝           ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵｷ            高校（3）1 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

平野　拳児           ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾞ             高校（2）3 男子 自由形   50m 15･16才

埴岡　大輝           ﾊﾆｵｶ ﾀﾞｲｷ            高校（2）4 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）5 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（2）6 男子 バタフライ  100m 15･16才

井上　裕斗           ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ             高校（2）7 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）8 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

池水　廉弥           ｲｹﾐｽﾞ ﾚﾝﾔ            高校（1）9 男子 自由形   50m 15･16才

西田隆之介           ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ          高校（1）10 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）11 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

鷲尾　光琉           ﾜｼｵ ﾋｶﾙ              高校（1）12 男子 自由形   50m 15･16才

難波　　巧           ﾅﾝﾊﾞ ﾀｸ              高校（1）13 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）14 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

吉田　航太           ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ             高校（1）15 男子 自由形   50m 15･16才

小嶋　龍斗           ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ            高校（1）16 男子 自由形   50m 15･16才

岡田　陸海           ｵｶﾀﾞ ﾘｸﾐ             高校（1）17 男子 自由形   50m 15･16才

河野　夏凜           ｺｳﾉ ｶﾘﾝ              高校（2）18 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

南光有希乃           ﾅﾝｺｳ ﾕｷﾉ             高校（1）20 女子 自由形   50m 15･16才

髙橋　真由           ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ              高校（1）21 女子 自由形   50m 15･16才

井上　靖子           ｲﾉｳｴ ﾔｽｺ             高校（1）22 女子 自由形   50m 15･16才

塩見　彩乃           ｼｵﾐ ｱﾔﾉ              高校（1）23 女子 自由形   50m 15･16才
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28516
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸高専 高
性別: 申込種目:

大西　郁也           ｵｵﾆｼ ﾌﾐﾔ             高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山中　　俊           ﾔﾏﾅｶ ｼｭﾝ             高校（3）2 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

福田宗一郎           ﾌｸﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ          高校（3）4 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

藤原　優佑           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ           高校（3）6 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高橋　　穣           ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ            高校（3）7 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大原　勇登           ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾄ             高校（2）9 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

今川　竣平           ｲﾏｶﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ         高校（1）11 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）12 男子 自由形  400m 15･16才

佐伯　勇輔           ｻｴｷ ﾕｳｽｹ             高校（1）13 男子 個人メドレー  200m 15･16才

土田　和希           ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ            高校（1）14 男子 バタフライ   50m 15･16才

福田　　瞳           ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ             高校（3）15 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）16 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山本　梨乃           ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ              高校（3）17 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）18 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

臼田　妃那           ｳｽﾀﾞ ﾋﾅ              高校（2）19 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

江原　千尋           ｴﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ             高校（2）21 女子 自由形   50m 15･16才

大東　稀南           ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏﾚﾅ           高校（1）22 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）23 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

28518
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎双星高校
性別: 申込種目:

山下　　剛           ﾔﾏｼﾀ ｺﾞｳ             高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上原　　迅           ｳｴﾊﾗ ｼﾞﾝ             高校（2）2 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）3 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）4 男子 バタフライ   50m 15･16才

安宅　慎弥           ｱﾀｹ ｼﾝﾔ              高校（2）5 男子 自由形   50m 15･16才

八束　樹也           ﾔﾂﾂﾞｶ ﾐｷﾔ            高校（1）6 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）7 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）8 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

川ノ上　翼           ｶﾜﾉｳｴ ﾂﾊﾞｻ           高校（1）9 男子 自由形   50m 15･16才

高橋　蒼人           ﾀｶﾊｼ ｱｵﾄ             高校（1）10 男子 自由形   50m 15･16才

福田　翔馬           ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ            高校（1）11 男子 自由形   50m 15･16才

藤田　知佳           ﾌｼﾞﾀ ﾁｶ              高校（1）12 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）13 女子 自由形  100m 15･16才

28522
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸科学技 高
性別: 申込種目:

竹内　維吹           ﾀｹｳﾁ ｲﾌﾞｷ            高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

秋山健太郎           ｱｷﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ           高校（2）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

藤原　佑陸           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾀｶ            高校（2）4 男子 自由形   50m 15･16才

吉村　天良           ﾖｼﾑﾗ ﾀｶﾗ             高校（1）5 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）6 男子 バタフライ  200m 15･16才
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28602
氏名: カナ: 学校:No.:

市川高校
性別: 申込種目:

沖田　志温           ｵｷﾀ ｼｵﾝ              高校（3）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

阿部　　希           ｱﾍﾞ ﾏﾚ               高校（3）3 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

丸山　栄一           ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｲﾁ            高校（3）5 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

犬塚　涼司           ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｮｳｼﾞ          高校（3）7 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

田村　翔太           ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ             高校（3）9 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）10 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

太田　　響           ｵｵﾀ ﾋﾋﾞｷ             高校（3）11 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）12 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）13 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大和　　航           ﾔﾏﾄ ﾜﾀﾙ              高校（3）14 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）15 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）16 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

寺田　弘剛           ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ            高校（3）17 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）18 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

冨田　圭人           ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ              高校（2）19 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）21 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中務　貴文           ﾅｶﾂｶｻ ﾀｶﾌﾐ           高校（2）22 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）23 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）24 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大釜　雅裕           ｵｵｶﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ           高校（2）25 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（2）26 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）27 男子 バタフライ  200m 15･16才

稲井　響己           ｲﾅｲ ﾋﾋﾞｷ             高校（2）28 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）29 男子 バタフライ  200m 15･16才

高校（2）30 男子 個人メドレー  200m 15･16才

中　　猛至           ﾅｶ ﾀｹﾐﾁ              高校（1）31 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）32 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

藤田　紘希           ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ             高校（1）33 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）34 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

高校（1）35 男子 バタフライ  100m 15･16才

古畑　海生           ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ             高校（1）36 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）37 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）38 男子 個人メドレー  200m 15･16才

福原　匠海           ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ             高校（1）39 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）40 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）41 男子 自由形  400m 15･16才

生田　敦嗣           ｲｸﾀ ｱﾂｼ              高校（1）42 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）43 男子 自由形  100m 15･16才
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28603
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院高等
性別: 申込種目:

前田　和輝           ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ            高校（3）1 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上田　　海           ｳｴﾀﾞ ｶｲ              高校（3）3 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山本　瑛士           ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾄ             高校（3）6 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

降矢　　信           ﾌﾙﾔ ﾏｺﾄ              高校（3）7 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

谷口　太文           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾓﾝ            高校（3）9 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

麻生　柊斗           ｱｿｳ ｼｭｳﾄ             高校（3）10 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）11 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

杭田　広人           ｸｲﾀﾞ ﾋﾛﾄ             高校（3）12 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）13 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

三坂　一真           ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ             高校（3）14 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）15 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

開田　大誠           ｶｲﾀﾞ ﾀｲｾｲ            高校（3）16 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）17 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

福間　寛久           ﾌｸﾏ ﾋﾛﾋｻ             高校（2）18 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

佐多　直浩           ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ              高校（2）21 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）22 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

畑下　昂平           ﾊﾀｼﾀ ｺｳﾍｲ            高校（2）23 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）24 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

堀　　凌也           ﾎﾘ ﾘｮｳﾔ              高校（2）25 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）26 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

八木　秀太           ﾔｷﾞ ｼｭｳﾀ             高校（2）27 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）28 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）29 男子 個人メドレー  200m 15･16才

岩橋　佑真           ｲﾜﾊｼ ﾕｳﾏ             高校（2）30 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）31 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）32 男子 バタフライ  100m 15･16才

森　　恵一           ﾓﾘ ｹｲｲﾁ              高校（2）33 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（2）34 男子 バタフライ  100m 15･16才

齊藤　大介           ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ           高校（2）35 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）36 男子 自由形  400m 15･16才

小林　和貴           ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ           高校（2）37 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）38 男子 自由形  400m 15･16才

藤田　淳平           ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         高校（2）39 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）40 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）41 男子 バタフライ   50m 15･16才

武中絢太郎           ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ           高校（2）42 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）43 男子 自由形  100m 15･16才

岡　　優希           ｵｶ ﾕｳｷ               高校（1）44 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）45 男子 個人メドレー  200m 15･16才

浜　　光史           ﾊﾏ ｺｳｼ               高校（1）46 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）47 男子 自由形  200m 15･16才

石田　敦也           ｲｼﾀﾞ ｱﾂﾔ             高校（1）48 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）49 男子 背泳ぎ  100m 15･16才
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吉村　賢斗           ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾄ             高校（1）50 男子 自由形   50m 15･16才

本田　敦大           ﾎﾝﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ            高校（1）51 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）52 男子 自由形  200m 15･16才

友武　　涼           ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ             高校（1）53 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）54 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）55 男子 バタフライ  100m 15･16才

南　　昌志           ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ              高校（1）56 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）57 男子 自由形  100m 15･16才

正原　滉大           ｼｮｳﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ          高校（1）58 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）59 男子 自由形  100m 15･16才

山本　　優           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ              高校（1）60 男子 自由形  100m 15･16才

濱田　　真           ﾊﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ             高校（1）61 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）62 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

金田耕太郎           ｶﾅﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ           高校（1）63 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）64 男子 自由形  200m 15･16才

中村さくら           ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾗ             高校（1）65 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）66 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

笠松　百佳           ｶｻﾏﾂ ﾓﾓｶ             高校（1）67 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）68 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）69 女子 自由形  200m 15･16才

玉田　華菜           ﾀﾏﾀﾞ ｶﾅ              高校（1）70 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）71 女子 個人メドレー  200m 15･16才

入江　七海           ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ              高校（1）72 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）73 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）74 女子 自由形  200m 15･16才

阿座上　遥           ｱｻﾞｶﾐ ﾊﾙｶ            高校（1）75 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）76 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

森本　圭子           ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｺ             高校（1）77 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）78 女子 自由形  100m 15･16才

林　みのり           ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ              高校（1）79 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）80 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）81 女子 自由形  800m 15･16才

28606
氏名: カナ: 学校:No.:

三田松聖高校
性別: 申込種目:

辻井　光樹           ﾂｼﾞｲ ﾐﾂｷ             高校（2）1 男子 自由形   50m 15･16才

柏原　　煌           ｶｼﾊﾗ ｷﾗﾘ             高校（2）2 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）3 男子 自由形  100m 15･16才

茶本　航平           ﾁｬﾓﾄ ｺｳﾍｲ            高校（2）4 男子 自由形   50m 15･16才

赤井　祐紀           ｱｶｲ ﾕｳｷ              高校（1）5 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）6 男子 自由形  200m 15･16才
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28610
氏名: カナ: 学校:No.:

夙川学院高校
性別: 申込種目:

重塚　　蒼           ｼｹﾞﾂｶ ｱｵｲ            高校（3）1 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

菅野希実歩           ｶﾝﾉ ｷﾐﾎ              高校（3）3 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

塗谷　七海           ﾇﾘﾀﾆ ﾅﾅﾐ             高校（3）6 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

向谷　　舞           ﾑｶｲﾀﾞﾆ ﾏｲ            高校（3）7 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡田　留奈           ｵｶﾀﾞ ﾙﾅ              高校（3）9 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）10 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）11 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

村上　麗奈           ﾑﾗｶﾐ ﾚﾅ              高校（2）12 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

川本　衣織           ｶﾜﾓﾄ ｲｵﾘ             高校（2）14 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）15 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中田　風香           ﾅｶﾀ ﾌｳｶ              高校（2）16 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）17 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

豊山　奈美           ﾄﾖﾔﾏ ﾅﾐ              高校（2）18 女子 自由形  400m 15･16才

高校（2）19 女子 自由形  800m 15･16才

和田安津美           ﾜﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ             高校（1）20 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）21 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）22 女子 自由形  400m 15･16才

川原　未輝           ｶﾜﾊﾗ ﾐｷ              高校（1）23 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）24 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

28611
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川大附高
性別: 申込種目:

辰巳すみれ           ﾀﾂﾐ ｽﾐﾚ              高校（3）1 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

和田　　薫           ﾜﾀﾞ ｶｵﾙ              高校（3）3 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

根来　香帆           ﾈｺﾞﾛ ｶﾎ              高校（3）5 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

天川　晶子           ｱﾏｶﾜ ｱｷｺ             高校（3）6 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）7 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山本　和恵           ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｴ            高校（3）8 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

本城わかば           ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾊﾞ          高校（2）9 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

長　佑宜子           ﾁｮｳ ﾕｷｺ              高校（2）11 女子 自由形  200m 15･16才

高校（2）12 女子 自由形  400m 15･16才

中西　香瑠           ﾅｶﾆｼ ｶｵﾙ             高校（2）13 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）14 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

宮城　　澪           ﾐﾔｷﾞ ﾚｲ              高校（1）15 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）16 女子 自由形  400m 15･16才

永島　知子           ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓｺ            高校（1）17 女子 自由形   50m 15･16才

阪口　聡美           ｻｶｸﾞﾁ ｻﾄﾐ            高校（1）18 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）19 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

清水　楓未           ｼﾐｽﾞ ﾌﾐ              高校（1）20 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）21 女子 自由形  800m 15･16才
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28615
氏名: カナ: 学校:No.:

須磨学園高校
性別: 申込種目:

森山　詩稀           ﾓﾘﾔﾏ ｼｷ              高校（3）1 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

河野　　舜           ｶﾜﾉ ｼｭﾝ              高校（3）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

去来川慶一郎         ｲｻｶﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ         高校（3）7 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中村　魁人           ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ             高校（2）9 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

黒沢　亮輔           ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｽｹ           高校（2）12 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）13 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

宮本　光琉           ﾐﾔﾓﾄ ﾋｶﾙ             高校（2）14 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）15 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

小峯　力輝           ｺﾐﾈ ﾘｷ               高校（2）16 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）17 男子 個人メドレー  200m 15･16才

佐伯　勇武           ｻｴｷ ｲｻﾑ              高校（2）18 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）19 男子 バタフライ  200m 15･16才

三谷　祐貴           ﾐﾀﾆ ﾕｳｷ              高校（1）20 男子 自由形   50m 15･16才

川北　知輝           ｶﾜｷﾀ ﾄﾓｷ             高校（1）21 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）22 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）23 男子 自由形 1500m 15･16才

網谷　海志           ｱﾐﾀﾆ ｶｲｼ             高校（1）24 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）25 男子 自由形  100m 15･16才

波越　颯大           ﾅﾐｺｼ ﾊﾔﾄ             高校（1）26 男子 自由形   50m 15･16才

縄井　惇己           ﾅﾜｲ ｼﾞｭﾝｷ            高校（1）27 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）28 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）29 男子 自由形  400m 15･16才

佐藤　光稀           ｻﾄｳ ｺｳｷ              高校（1）30 男子 自由形   50m 15･16才

小山　継悟           ｺﾔﾏ ｹｲｺﾞ             高校（1）31 男子 自由形   50m 15･16才

前田　悠希           ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ             高校（1）32 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）33 男子 自由形  100m 15･16才

仲村　尚大           ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ          高校（1）34 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）35 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）36 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

谷川　　夢           ﾀﾆｶﾜ ﾕﾒ              高校（3）37 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）38 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）39 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

濱田　結菜           ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ             高校（3）40 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）41 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）42 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

石川　穂波           ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ             高校（3）43 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）44 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）45 女子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

濱中　　雪           ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ              高校（3）46 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）47 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）48 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

結城　千晴           ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ              高校（2）49 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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結城　千晴           ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ              高校（2）50 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中澤　　萌           ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ             高校（2）51 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）52 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）53 女子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山本　梨乃           ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ              高校（2）54 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）55 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）56 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

吉田　瑛子           ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ             高校（2）57 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森　　里菜           ﾓﾘ ﾘﾅ                高校（2）58 女子 自由形  100m 15･16才

高校（2）59 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）60 女子 バタフライ  200m 15･16才

岩田　旭代           ｲﾜﾀ ｱｷﾖ              高校（2）61 女子 自由形  100m 15･16才

高校（2）62 女子 バタフライ  100m 15･16才

中尾　比奈           ﾅｶｵ ﾋﾅ               高校（2）63 女子 自由形   50m 15･16才

岡　真衣香           ｵｶ ﾏｲｶ               高校（1）64 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）65 女子 自由形  100m 15･16才

上田さくら           ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ             高校（1）66 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）67 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

濱上　未祐           ﾊﾏｶﾞﾐ ﾐﾕ             高校（1）68 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）69 女子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）70 女子 個人メドレー  400m 15･16才

上田　悠希           ｳｴﾀﾞ ﾕｷ              高校（1）71 女子 自由形   50m 15･16才

西　　藍霞           ﾆｼ ｱｲｶ               高校（1）72 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）73 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）74 女子 自由形  200m 15･16才

関戸　珠実           ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ              高校（1）75 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）76 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）77 女子 個人メドレー  200m 15･16才

廣葉　萌佳           ﾋﾛﾊ ﾓｴｶ              高校（1）78 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）79 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）80 女子 自由形  800m 15･16才
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28618
氏名: カナ: 学校:No.:

報徳学園高校
性別: 申込種目:

原　　飛翔           ﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ              高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

川村　聖輝           ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ             高校（3）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

宮島　　陸           ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｸ             高校（3）5 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）7 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小川　直暉           ｵｶﾞﾜ ﾅｵｷ             高校（2）8 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）9 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大阪　　拓           ｵｵｻｶ ﾋﾗｸ             高校（2）10 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）12 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

溝畑　樹蘭           ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ          高校（2）13 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）14 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）15 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

須波　佳吾           ｽﾅﾐ ｹｲｺﾞ             高校（2）16 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）17 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）18 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上中　幸哉           ｳｴﾅｶ ｻﾁﾔ             高校（2）19 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）21 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山城　憲治           ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｼﾞ            高校（2）22 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）23 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

天野　透吾           ｱﾏﾉ ﾄｳｺﾞ             高校（2）24 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）25 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

宮嵜　真志           ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ            高校（2）26 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）27 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岩本　　純           ｲﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝ            高校（2）28 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

澁谷　鉄人           ｼﾌﾞﾀﾆ ﾃﾂﾄ            高校（2）29 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）30 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

アハマド隼人         ｱﾊﾏﾄﾞ ﾊﾔﾄ            高校（2）31 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）32 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

吉田　匠吾           ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ           高校（2）33 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）34 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）35 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

東端　祥行           ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾕｷ         高校（2）36 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）37 男子 バタフライ  200m 15･16才

酒井　睦渡           ｻｶｲ ﾁｶﾄ              高校（2）38 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）39 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）40 男子 バタフライ  200m 15･16才

野々口慎也           ﾉﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾔ            高校（2）41 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）42 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

大野　寛之           ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ             高校（2）43 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）44 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）45 男子 自由形  200m 15･16才

村田　大季           ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ              高校（1）46 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）47 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）48 男子 自由形  400m 15･16才

福田　裕輝           ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ             高校（1）49 男子 自由形  400m 15･16才
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金本　祐伎           ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ             高校（1）50 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）51 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）52 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

松本　拓也           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ             高校（1）53 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）54 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

岡本　紘史           ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ            高校（1）55 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）56 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

岸田　晃祐           ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ            高校（1）57 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）58 男子 個人メドレー  200m 15･16才

山本　剛矢           ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾔ             高校（1）59 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）60 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

前薗　眞平           ﾏｴｿﾞﾉ ｼﾝﾍﾟｲ          高校（1）61 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）62 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）63 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

三木　豪人           ﾐｷ ﾋﾃﾞﾄ              高校（1）64 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）65 男子 バタフライ  100m 15･16才

吉田　翔大           ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ            高校（1）66 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）67 男子 自由形  100m 15･16才

28622
氏名: カナ: 学校:No.:

三田学園高校
性別: 申込種目:

永野　雅貴           ﾅｶﾞﾉ ﾏｻｷ             高校（2）1 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

平山　大一           ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲﾁ             高校（2）2 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

太田垣玄弥           ｵｵﾀｶﾞｷ ｹﾞﾝﾔ          高校（2）3 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

下川　瑛太           ｼﾓｶﾜ ｴｲﾀ             高校（2）4 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

穴瀬　龍汰           ｱﾅｾ ﾘｭｳﾀ             高校（1）5 男子 自由形  100m 15･16才

米田　滉史           ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ            高校（1）6 男子 自由形   50m 15･16才
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28623
氏名: カナ: 学校:No.:

仁川学院高校
性別: 申込種目:

伊東　誠之           ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ             高校（3）1 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

青山　　俊           ｱｵﾔﾏ ｼｭﾝ             高校（2）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森　　孝史           ﾓﾘ ﾀｶｼ               高校（2）5 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

三村　朋裕           ﾐﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ             高校（2）7 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）8 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（2）9 男子 バタフライ  100m 15･16才

若宮　悠大           ﾜｶﾐﾔ ﾕｳﾀﾞｲ           高校（2）10 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）11 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

玉串　悠馬           ﾀﾏｸｼ ﾊﾙﾏ             高校（2）12 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）13 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）14 男子 自由形  200m 15･16才

西本　悠希           ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｷ             高校（2）15 男子 自由形   50m 15･16才

高橋　慧多           ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ             高校（1）16 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）17 男子 自由形  200m 15･16才

末廣　拓夢           ｽｴﾋﾛ ﾀｸﾑ             高校（1）18 男子 自由形   50m 15･16才

久保　慶悟           ｸﾎﾞ ｹｲｺﾞ             高校（1）19 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）20 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）21 男子 自由形  200m 15･16才

鳥井　淳平           ﾄﾘｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ          高校（1）22 男子 自由形   50m 15･16才

芳田　　真           ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ             高校（1）23 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）24 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

櫛笥　悠人           ｸｼｹﾞ ﾊﾙﾄ             高校（1）25 男子 自由形  100m 15･16才

中村　真衣           ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ              高校（2）26 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）27 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）28 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

綱野　佳蓮           ﾂﾅﾉ ｶﾚﾝ              高校（2）29 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）30 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

竹森　晴香           ﾀｹﾓﾘ ﾊﾙｶ             高校（1）31 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）32 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

28624
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南高校
性別: 申込種目:

長谷部　奏           ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ             高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

福井　秀明           ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｱｷ            高校（2）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

井上　拓海           ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ             高校（1）7 男子 バタフライ   50m 15･16才
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28631
氏名: カナ: 学校:No.:

雲雀丘学園高
性別: 申込種目:

米原　頼胤           ﾖﾈﾊﾗ ﾖﾘﾀﾈ            高校（2）1 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）2 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）3 男子 個人メドレー  200m 15･16才

下村　直輝           ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ             高校（1）4 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）5 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）6 男子 自由形  200m 15･16才

寺岡　恭平           ﾃﾗｵｶ ｷｮｳﾍｲ           高校（1）7 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）8 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）9 男子 バタフライ   50m 15･16才

28669
氏名: カナ: 学校:No.:

飾磨東中学
性別: 申込種目:

立垣龍二郎           ﾀﾃｶﾞｷ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ        中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

下口　凌汰           ｼﾓｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ           中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）4 男子 バタフライ   50m 15･16才

白井　右京           ｼﾗｲ ｳｷｮｳ             中学（3）5 男子 自由形   50m 14才

中学（3）6 男子 自由形  100m 14才

澤西　大毅           ｻﾜﾆｼ ﾀﾞｲｷ            中学（3）7 男子 自由形   50m 14才

中学（3）8 男子 平泳ぎ   50m 14才

佐々木翔英           ｻｻｷ ｼｮｳｴｲ            中学（2）9 男子 自由形   50m 14才

中学（2）10 男子 バタフライ   50m 14才

岩永　大翔           ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ            中学（2）11 男子 自由形   50m 13才

中学（2）12 男子 バタフライ   50m 13才

黒田　智広           ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ            中学（2）13 男子 自由形   50m 13才

中学（2）14 男子 平泳ぎ   50m 13才

村瀬立寿己           ﾑﾗｾ ﾀｽｷ              中学（2）15 男子 自由形   50m 13才

中学（2）16 男子 バタフライ   50m 13才

中野　弘基           ﾅｶﾉ ｺｳｷ              中学（2）17 男子 自由形   50m 13才

中学（2）18 男子 平泳ぎ   50m 13才

中浦　悠斗           ﾅｶｳﾗ ﾕｳﾄ             中学（1）19 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）20 男子 平泳ぎ  100m 13才

28706
氏名: カナ: 学校:No.:

市立尼崎教員
性別: 申込種目:

清水　一洋           ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ           一般1 男子 自由形   50m 一般

28710
氏名: カナ: 学校:No.:

長田高校教員
性別: 申込種目:

清澤　芳寛           ｷﾖｻﾜ ﾖｼﾋﾛ            一般1 男子 バタフライ   50m 一般

28739
氏名: カナ: 学校:No.:

仁川学院教員
性別: 申込種目:

川﨑　晃尚           ｶﾜｻｷ ｱｷﾋｻ            一般1 男子 バタフライ   50m 一般

28749
氏名: カナ: 学校:No.:

高砂市役所
性別: 申込種目:

田中　健吾           ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ             一般1 男子 自由形   50m 一般

一般2 男子 自由形  100m 一般
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28756
氏名: カナ: 学校:No.:

ｺｰﾍﾞﾔ ｽﾎﾟｰﾂ
性別: 申込種目:

栗林　優子           ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ           一般1 女子 バタフライ  100m 一般

一般2 女子 バタフライ  200m 一般
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28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ
性別: 申込種目:

坂本　陽彩           ｻｶﾓﾄ ﾋｲﾛ             高校（1）1 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）2 男子 個人メドレー  400m 15･16才

前田　風馬           ﾏｴﾀﾞ ﾌｳﾏ             高校（1）3 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）5 男子 自由形  400m 15･16才

田中　柊里           ﾀﾅｶ ｼｭﾘ              高校（1）6 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）7 男子 自由形  400m 15･16才

木寅　友之           ｷﾄﾗ ﾄﾓﾕｷ             高校（1）8 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）9 男子 個人メドレー  200m 15･16才

島田　雅貴           ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｷ             中学（3）10 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）11 男子 自由形  100m 15･16才

髙須賀　隼           ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ             中学（3）12 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）13 男子 自由形  100m 15･16才

豊永　悠祐           ﾄﾖﾅｶﾞ ﾕｳｽｹ           中学（3）14 男子 自由形  200m 14才

中学（3）15 男子 自由形  400m 14才

田中　瑛都           ﾀﾅｶ ｴｲﾄ              中学（3）16 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（3）17 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（3）18 男子 背泳ぎ  200m 14才

池永　羅生           ｲｹﾅｶﾞ ﾗｵ             中学（3）19 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）20 男子 平泳ぎ  200m 14才

金丸　尚樹           ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ             中学（2）21 男子 バタフライ   50m 13才

中学（2）22 男子 バタフライ  100m 13才

亀田　大誠           ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｾｲ            中学（2）23 男子 自由形  100m 13才

中学（2）24 男子 自由形  200m 13才

上田遼太郎           ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ          中学（1）25 男子 自由形  100m 13才

中学（1）26 男子 自由形  200m 13才

松本　　陸           ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ              中学（1）27 男子 自由形   50m 12才

中学（1）28 男子 自由形  100m 12才

中学（1）29 男子 背泳ぎ   50m 12才

川上　笑佳           ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｶ            高校（3）30 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）31 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

城生　響子           ｼﾛｵ ｷｮｳｺ             高校（2）32 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）33 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

栫　なるみ           ｶｺｲ ﾅﾙﾐ              高校（2）34 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）35 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上中　眞依           ｳｴﾅｶ ﾏｲ              高校（2）36 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）37 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小宮　紅葉           ｺﾐﾔ ｱｷ               高校（2）38 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）39 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

内藤　　好           ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ             高校（2）40 女子 自由形  100m 15･16才

高校（2）41 女子 自由形  200m 15･16才

山村　真未           ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾐ              中学（3）42 女子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）43 女子 バタフライ  100m 15･16才

前川　麗奈           ﾏｴｶﾜ ﾚﾅ              中学（2）44 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）45 女子 平泳ぎ  200m 13才

玉村　晴紀           ﾀﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ             中学（2）46 女子 自由形  100m 13才

中学（2）47 女子 バタフライ   50m 13才

中学（2）48 女子 バタフライ  100m 13才

岩崎　文音           ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ             中学（2）49 女子 自由形  100m 13才
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岩崎　文音           ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ             中学（2）50 女子 自由形  200m 13才

小川　桃香           ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ             中学（1）51 女子 自由形  100m 12才

中学（1）52 女子 自由形  200m 12才

入江　綾音           ｲﾘｴ ｱﾔﾈ              小学（6）53 女子 自由形   50m 11才

須波　知紗           ｽﾅﾐ ﾁｻ               小学（6）54 女子 自由形   50m 11才

岡部　仁胡           ｵｶﾍﾞ ﾆｺ              小学（5）55 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）56 女子 バタフライ  100m 11才

石橋　由徠           ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ             小学（4）57 女子 自由形   50m 10才

小学（4）58 女子 バタフライ   50m 10才

前田　夏風           ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ             小学（4）59 女子 自由形   50m 9才以下

28806
氏名: カナ: 学校:No.:

市川洗心館
性別: 申込種目:

埴岡　大晃           ﾊﾆｵｶ ﾋﾛｱｷ            高校（1）1 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）3 男子 バタフライ   50m 15･16才

藤田　成善           ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾖｼ           中学（3）4 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）5 男子 自由形  200m 15･16才

福地　渚生           ﾌｸﾁ ｼｮｳ              中学（2）6 男子 バタフライ   50m 14才

上月　貴央           ｺｳﾂﾞｷ ﾀｶｵ            中学（2）7 男子 バタフライ  100m 13才

中学（2）8 男子 個人メドレー  200m 13才

楠田　将也           ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ             中学（2）9 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）10 男子 個人メドレー  400m 13才

難波　和也           ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾔ            中学（1）11 男子 自由形   50m 12才

楠田　真子           ｸｽﾀﾞ ﾏｺ              高校（2）12 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高尾　青奈           ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ              中学（1）14 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）15 女子 個人メドレー  200m 12才

石井　　伶           ｲｼｲ ﾚｲ               小学（6）16 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）17 女子 平泳ぎ  100m 12才

安江　葉奈           ﾔｽｴ ﾊﾅ               小学（6）18 女子 自由形   50m 12才
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28810
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ三木
性別: 申込種目:

松原　光来           ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂｷ            高校（3）1 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岸本　拓也           ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾔ             高校（2）4 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小林　竜也           ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ            高校（2）6 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

横山亜久里           ﾖｺﾔﾏ ｱｸﾞﾘ            高校（1）8 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）9 男子 自由形  100m 15･16才

藤本　　翔           ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳ            高校（1）10 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）11 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

森　　勇人           ﾓﾘ ﾊﾔﾄ               高校（1）12 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）13 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

薬師　幸輝           ﾔｸｼ ｺｳｷ              高校（1）14 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）15 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）16 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

養老奎二郎           ﾖｳﾛｳ ｹｲｼﾞﾛｳ          中学（3）17 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）18 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

縄井　彪士           ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ             中学（3）19 男子 背泳ぎ  100m 14才

森本　龍翔           ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾄ             中学（2）20 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）21 男子 背泳ぎ  200m 14才

立山　泰雅           ﾀﾁﾔﾏ ﾀｲｶﾞ            中学（2）22 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（2）23 男子 平泳ぎ  100m 13才

重本孝太郎           ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ          中学（1）24 男子 バタフライ   50m 13才

中学（1）25 男子 バタフライ  100m 13才

石塚　祐太           ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ            中学（1）26 男子 自由形   50m 12才

中学（1）27 男子 平泳ぎ   50m 12才

野津由美子           ﾉﾂﾞ ﾕﾐｺ              一般28 女子 バタフライ   50m 一般

一般29 女子 バタフライ  100m 一般

薬師　里穂           ﾔｸｼ ﾘﾎ               大学（2）30 女子 平泳ぎ   50m 一般

大学（2）31 女子 平泳ぎ  100m 一般

近藤　　和           ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｺﾞﾐ           高校（3）32 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）33 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

遠藤　真緒           ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｵ             高校（2）34 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）35 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

石﨑由稀乃           ｲｼｻﾞｷ ﾕｷﾉ            高校（2）36 女子 自由形  100m 15･16才

高校（2）37 女子 個人メドレー  200m 15･16才

立山　新菜           ﾀﾁﾔﾏ ﾆｲﾅ             中学（3）38 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

道上　汐穏           ﾐﾁｶﾐ ｼｵﾝ             中学（3）39 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

岩村　　菫           ｲﾜﾑﾗ ｽﾐﾚ             中学（3）40 女子 背泳ぎ  100m 14才

進藤　凪沙           ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ           中学（2）41 女子 自由形   50m 13才

中学（2）42 女子 自由形  100m 13才

阪口　智美           ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ            中学（2）43 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）44 女子 背泳ぎ  200m 13才

加藤　優佳           ｶﾄｳ ﾕｳｶ              中学（1）45 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）46 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）47 女子 平泳ぎ  200m 13才

木島　優亜           ｷｼﾞﾏ ﾕｳｱ             中学（1）48 女子 自由形   50m 13才

隈部　楓菜           ｸﾏﾍﾞ ﾌｳﾅ             小学（6）49 女子 自由形   50m 11才
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隈部　楓菜           ｸﾏﾍﾞ ﾌｳﾅ             小学（6）50 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）51 女子 バタフライ  100m 11才

立山　心菜           ﾀﾁﾔﾏ ｺｺﾅ             小学（5）52 女子 自由形   50m 11才

小学（5）53 女子 平泳ぎ   50m 11才

28812
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ清和台
性別: 申込種目:

小森　海斗           ｺﾓﾘ ｶｲﾄ              中学（2）1 男子 自由形   50m 13才

中学（2）2 男子 自由形  100m 13才

中学（2）3 男子 背泳ぎ   50m 13才

結城　陽介           ﾕｳｷ ﾖｳｽｹ             中学（1）4 男子 自由形   50m 13才

中学（1）5 男子 自由形  400m 13才

萬谷　太耀           ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ            中学（1）6 男子 バタフライ   50m 12才

山本　美輝           ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ              中学（3）7 女子 自由形   50m 14才

中学（3）8 女子 自由形  200m 14才

小田垣諒香           ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾘｮｳｶ          中学（1）9 女子 自由形   50m 13才

中学（1）10 女子 背泳ぎ   50m 13才

松田　夢歩           ﾏﾂﾀﾞ ﾑｳｱ             中学（1）11 女子 自由形   50m 12才

中学（1）12 女子 自由形  200m 12才

中学（1）13 女子 自由形  400m 12才

28813
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ甲南山手
性別: 申込種目:

生田　航介           ｲｸﾀ ｺｳｽｹ             一般1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

一般2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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28814
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ東加古
性別: 申込種目:

信田　涼介           ﾉﾌﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ           中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16才

三坂　柾貴           ﾐｻｶ ﾏｻｷ              中学（2）3 男子 自由形   50m 14才

中学（2）4 男子 自由形  100m 14才

中学（2）5 男子 自由形  200m 14才

細畠　周汰           ﾎｿﾊﾀ ｼｭｳﾀ            中学（2）6 男子 自由形   50m 14才

中学（2）7 男子 自由形  100m 14才

山本　将矢           ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ             中学（1）8 男子 自由形  100m 13才

中学（1）9 男子 自由形  200m 13才

中学（1）10 男子 自由形  400m 13才

吉冨　萌柚           ﾖｼﾄﾐ ﾓﾕ              中学（3）11 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）12 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）13 女子 バタフライ  100m 15･16才

長谷川　愛           ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ             中学（3）14 女子 バタフライ   50m 14才

中学（3）15 女子 バタフライ  100m 14才

中学（3）16 女子 バタフライ  200m 14才

大野なな実           ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ              中学（2）17 女子 自由形  200m 14才

中学（2）18 女子 自由形  400m 14才

中学（2）19 女子 個人メドレー  400m 14才

金子はづき           ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ             中学（2）20 女子 自由形  200m 14才

中学（2）21 女子 自由形  400m 14才

中学（2）22 女子 個人メドレー  200m 14才

杉本　彩乃           ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾉ            中学（2）23 女子 自由形   50m 14才

中学（2）24 女子 自由形  100m 14才

森山　瑠々           ﾓﾘﾔﾏ ﾙﾙ              中学（2）25 女子 自由形  100m 13才

中学（2）26 女子 自由形  200m 13才

中学（2）27 女子 自由形  400m 13才

藤井　咲衣           ﾌｼﾞｲ ｻｴ              中学（1）28 女子 自由形  100m 12才

中学（1）29 女子 自由形  200m 12才

中学（1）30 女子 個人メドレー  200m 12才

森本ひなた           ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾀ             中学（1）31 女子 自由形   50m 12才

中学（1）32 女子 自由形  100m 12才

中学（1）33 女子 バタフライ   50m 12才

平川　陽菜           ﾋﾗｶﾜ ﾊﾙﾅ             小学（6）34 女子 自由形  100m 12才

小学（6）35 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）36 女子 個人メドレー  200m 12才

石田　実蕗           ｲｼﾀﾞ ﾐﾌﾞｷ            小学（6）37 女子 自由形  100m 11才

小学（6）38 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）39 女子 個人メドレー  200m 11才
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28816
氏名: カナ: 学校:No.:

STGﾊﾟﾃｨｵ
性別: 申込種目:

大音　　瑛           ｵｵﾄ ｱｷﾗ              高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）2 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）3 男子 バタフライ  100m 15･16才

豊田　真吾           ﾄﾖﾀ ｼﾝｺﾞ             中学（3）4 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）5 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）6 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

山中　陽希           ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙｷ             中学（3）7 男子 個人メドレー  200m 15･16才

中学（3）8 男子 個人メドレー  400m 15･16才

河波　優輔           ｶﾜﾅﾐ ﾕｳｽｹ            中学（3）9 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）10 男子 自由形  200m 15･16才

吉田　怜央           ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ              中学（2）11 男子 背泳ぎ  200m 14才

中学（2）12 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）13 男子 個人メドレー  400m 14才

山本　晃輔           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ            中学（2）14 男子 自由形   50m 13才

中学（2）15 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）16 男子 個人メドレー  400m 13才

岡部　　翔           ｵｶﾍﾞ ｶｹﾙ             中学（1）17 男子 自由形   50m 12才

佐藤　　翼           ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ             中学（1）18 男子 自由形   50m 12才

吉野　優平           ﾖｼﾉ ﾕｳﾍｲ             中学（1）19 男子 自由形   50m 12才

上阪　莉穂           ｳｴｻｶ ﾘﾎ              中学（2）20 女子 自由形   50m 14才

中学（2）21 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）22 女子 バタフライ   50m 14才

高谷　海咲           ﾀｶﾔ ﾐｻｷ              中学（2）23 女子 自由形  100m 14才

中学（2）24 女子 自由形  200m 14才

中学（2）25 女子 自由形  400m 14才

皆見　香琳           ﾐﾅﾐ ｶﾘﾝ              中学（2）26 女子 平泳ぎ  200m 13才

中学（2）27 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）28 女子 個人メドレー  400m 13才

山下　愛莉           ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾘ             小学（6）29 女子 自由形   50m 12才
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28824
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮
性別: 申込種目:

上田ﾃﾘｴﾝ亜良矢 ｳｴﾀﾞﾃﾘｴﾝ ｱﾗﾔ         大学（1）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）3 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山岡　大祐           ﾔﾏｵｶ ﾀﾞｲｽｹ           高校（3）4 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大川　航輝           ｵｵｶﾜ ｺｳｷ             高校（2）6 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）7 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（2）8 男子 バタフライ  100m 15･16才

小髙　滉人           ｵﾀﾞｶ ﾋﾛﾄ             高校（1）9 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）10 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

牟田　昇平           ﾑﾀ ｼｮｳﾍｲ             高校（1）11 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）12 男子 自由形 1500m 15･16才

高校（1）13 男子 個人メドレー  200m 15･16才

赤嶺　梨緒           ｱｶﾐﾈ ﾘｵ              高校（3）14 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）15 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）16 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山岡　千紋           ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ             高校（1）17 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）18 女子 自由形  100m 15･16才

梶野　千紗           ｶｼﾞﾉ ﾁｻ              中学（3）19 女子 自由形  100m 14才

中学（3）20 女子 バタフライ  100m 14才

森　菜々子           ﾓﾘ ﾅﾅｺ               中学（3）21 女子 自由形   50m 14才

中学（3）22 女子 自由形  100m 14才
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28828
氏名: カナ: 学校:No.:

本山ＳＳ
性別: 申込種目:

川村　凌士           ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ           中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16才

ｴｱｰﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ ｴｱｰ ﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ          中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）4 男子 個人メドレー  200m 15･16才

岩木　朔多           ｲﾜｷ ｻｸﾀ              中学（3）5 男子 自由形   50m 14才

中学（3）6 男子 自由形  100m 14才

佐藤　亮士           ｻﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ            中学（2）7 男子 平泳ぎ   50m 14才

田附遼太郎           ﾀﾂﾞｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ          中学（2）8 男子 自由形   50m 14才

吉岡亜矢都           ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ             小学（6）9 男子 自由形   50m 11才

小学（6）10 男子 バタフライ   50m 11才

花田　真幸           ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻｷ             中学（3）11 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）12 女子 自由形  100m 15･16才

松本　　萌           ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ              中学（3）13 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）14 女子 自由形  100m 15･16才

北井ひかり           ｷﾀｲ ﾋｶﾘ              中学（3）15 女子 自由形   50m 14才

中学（3）16 女子 自由形  100m 14才

中学（3）17 女子 背泳ぎ   50m 14才

吉岡亜可梨           ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ             中学（3）18 女子 自由形   50m 14才

中学（3）19 女子 バタフライ  100m 14才

中学（3）20 女子 バタフライ  200m 14才

北出かのん           ｷﾀﾃﾞ ｶﾉﾝ             中学（3）21 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（3）22 女子 背泳ぎ  200m 14才

西野　来春           ﾆｼﾉ ｺﾊﾙ              中学（3）23 女子 自由形   50m 14才

奥井つかさ           ｵｸｲ ﾂｶｻ              中学（2）24 女子 自由形   50m 14才

中学（2）25 女子 自由形  100m 14才

松岡　千咲           ﾏﾂｵｶ ﾁｻｷ             中学（2）26 女子 自由形   50m 13才

中学（2）27 女子 自由形  100m 13才

中学（2）28 女子 バタフライ   50m 13才

岩木　朱乃           ｲﾜｷ ｱｹﾉ              中学（1）29 女子 自由形   50m 13才

中学（1）30 女子 平泳ぎ   50m 13才

田中真奈美           ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ              中学（1）31 女子 自由形   50m 13才

清水　　琳           ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ              中学（1）32 女子 自由形   50m 12才

中学（1）33 女子 自由形  100m 12才

中学（1）34 女子 自由形  200m 12才

松田　理沙           ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ              中学（1）35 女子 自由形   50m 12才

中学（1）36 女子 自由形  100m 12才

中学（1）37 女子 バタフライ   50m 12才

山本すみれ           ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ             中学（1）38 女子 自由形  100m 12才

中学（1）39 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）40 女子 平泳ぎ  100m 12才

花田　真思           ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺﾄ             中学（1）41 女子 自由形   50m 12才

中学（1）42 女子 背泳ぎ   50m 12才

大庭　海有           ｵｵﾊﾞ ﾐｳ              小学（6）43 女子 自由形   50m 12才

小学（6）44 女子 平泳ぎ   50m 12才

小阪　愛音           ｺｻｶ ｱﾏﾈ              小学（6）45 女子 自由形   50m 12才

小学（6）46 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）47 女子 平泳ぎ  100m 12才

髙須賀美紅           ﾀｶｽｶ ﾐｸ              小学（6）48 女子 自由形   50m 12才

卜部　里花           ｳﾗﾍﾞ ﾘｶ              小学（6）49 女子 自由形   50m 12才
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卜部　里花           ｳﾗﾍﾞ ﾘｶ              小学（6）50 女子 平泳ぎ   50m 12才

28829
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ宝塚
性別: 申込種目:

山本善太郎           ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾛｳ           大学（1）1 男子 個人メドレー  200m 一般

荻野　秀行           ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ           大学（1）2 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

安丸　泰生           ﾔｽﾏﾙ ﾀｲｾｲ            高校（3）3 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山本康司郎           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ          高校（1）6 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）7 男子 自由形  200m 15･16才

近藤　隼人           ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ            中学（3）8 男子 自由形   50m 14才

三原　慶悟           ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ             中学（2）9 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）10 男子 個人メドレー  400m 14才

吉田　亮世           ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ           中学（2）11 男子 自由形   50m 14才

中学（2）12 男子 自由形  400m 14才

廣本　　新           ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ             中学（1）13 男子 自由形  400m 12才

中学（1）14 男子 個人メドレー  200m 12才

中学（1）15 男子 個人メドレー  400m 12才

石川愛理沙           ｲｼｶﾜ ｱﾘｻ             高校（3）16 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

渋谷　綾乃           ｼﾌﾞﾀﾆ ｱﾔﾉ            高校（1）17 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）18 女子 自由形  800m 15･16才

白井　璃緒           ｼﾗｲ ﾘｵ               高校（1）19 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）20 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

具志明日香           ｸﾞｼ ｱｽｶ              高校（1）21 女子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）22 女子 個人メドレー  400m 15･16才

新井　　妃           ｱﾗｲ ｷｻｷ              高校（1）23 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）24 女子 自由形  800m 15･16才

荻野　亜美           ｵｷﾞﾉ ｱﾐ              中学（3）25 女子 自由形   50m 14才

中学（3）26 女子 自由形  100m 14才

山形紗陽香           ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾔｶ            中学（2）27 女子 自由形  200m 13才

中学（2）28 女子 バタフライ  200m 13才

村木　　心           ﾑﾗｷ ｺｺﾛ              中学（1）29 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）30 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）31 女子 個人メドレー  400m 13才

松村　純怜           ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐﾚ             中学（1）32 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）33 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）34 女子 バタフライ  200m 13才

甘利　優丹           ｱﾏﾘ ﾕﾆ               中学（1）35 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）36 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）37 女子 背泳ぎ  200m 13才

三好野乃花           ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ              中学（1）38 女子 自由形   50m 13才

中学（1）39 女子 自由形  100m 13才

中元　香心           ﾅｶﾓﾄ ｷｮｳﾐ            中学（1）40 女子 自由形   50m 12才

明石寿珠花           ｱｶｼ ｽｽﾞｶ             小学（6）41 女子 自由形  200m 12才

小学（6）42 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）43 女子 個人メドレー  200m 12才

三原梨紗子           ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ              小学（6）44 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）45 女子 個人メドレー  200m 12才
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28830
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸北須磨ST
性別: 申込種目:

西田　和也           ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ            高校（2）1 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（2）2 男子 バタフライ  100m 15･16才

黒川　　遥           ｸﾛｶﾜ ﾊﾙｶ             高校（2）3 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）4 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

新山くるみ           ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ             中学（3）5 女子 自由形   50m 14才

中学（3）6 女子 自由形  100m 14才

28838
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路ＳＳ
性別: 申込種目:

坂井　将人           ｻｶｲ ﾏｻﾄ              一般1 男子 バタフライ   50m 一般

田中　宏樹           ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ              高校（2）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

服部　亮平           ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳﾍｲ           高校（2）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

前川　　龍           ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳ             高校（1）6 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）7 男子 バタフライ   50m 15･16才

藤井　祐太           ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ             高校（1）8 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）9 男子 個人メドレー  200m 15･16才

三木　秀輔           ﾐｷ ｼｭｳｽｹ             高校（1）10 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）11 男子 自由形  100m 15･16才

橋口綸太郎           ﾊｼｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ          高校（1）12 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）13 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

橋本　直樹           ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ             中学（3）14 男子 バタフライ   50m 14才

中学（3）15 男子 個人メドレー  400m 14才

石﨑　夏音           ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ            中学（2）16 男子 平泳ぎ  200m 14才

中学（2）17 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）18 男子 個人メドレー  400m 14才

山本裕一朗           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ          中学（2）19 男子 自由形  200m 14才

中学（2）20 男子 自由形  400m 14才

中学（2）21 男子 バタフライ  200m 14才

川島　和真           ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ            中学（2）22 男子 平泳ぎ   50m 14才

七野　太軌           ｼﾁﾉ ﾀｲｷ              中学（2）23 男子 自由形  100m 13才

中学（2）24 男子 自由形  400m 13才

中学（2）25 男子 平泳ぎ   50m 13才

高橋　　駿           ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ             中学（1）26 男子 自由形  100m 13才

中学（1）27 男子 自由形  400m 13才

鳳山　賢伸           ﾎｳﾔﾏ ｹﾝｼﾝ            中学（1）28 男子 自由形   50m 13才

本田　万葉           ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾖ              中学（2）29 女子 自由形  100m 13才

中学（2）30 女子 自由形  400m 13才

森下　未央           ﾓﾘｼﾀ ﾐｵ              中学（1）31 女子 自由形  100m 12才

鳳山みのり           ﾎｳﾔﾏ ﾐﾉﾘ             小学（5）32 女子 自由形   50m 10才

37/61 ページ2015年7月25日 10:21:17



平成27年度兵庫県選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28840
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ舞子
性別: 申込種目:

西尾　太希           ﾆｼｵ ﾀｲｷ              中学（3）1 男子 自由形  100m 14才

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 14才

松岡　弥玖           ﾏﾂｵｶ ﾐｸ              高校（3）3 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

本田　桃香           ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓｶ             中学（3）5 女子 自由形   50m 14才

中学（3）6 女子 自由形  100m 14才

中嶌　楓花           ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ            小学（5）7 女子 自由形   50m 10才

小学（5）8 女子 バタフライ   50m 10才

28845
氏名: カナ: 学校:No.:

西脇天神池
性別: 申込種目:

大西くるみ           ｵｵﾆｼ ｸﾙﾐ             高校（1）1 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）2 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）3 女子 自由形  200m 15･16才

坂本　郁未           ｻｶﾓﾄ ｲｸﾐ             高校（1）4 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）5 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）6 女子 バタフライ  100m 15･16才

笹倉　莉緒           ｻｻｸﾗ ﾘｵ              高校（1）7 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）8 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）9 女子 個人メドレー  200m 15･16才

高瀬　　円           ﾀｶｾ ﾂﾌﾞﾗ             中学（3）10 女子 自由形   50m 14才

中学（3）11 女子 自由形  100m 14才

中学（3）12 女子 背泳ぎ  100m 14才

阿部いぶき           ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ             中学（2）13 女子 自由形   50m 13才

中学（2）14 女子 自由形  100m 13才

中学（2）15 女子 背泳ぎ   50m 13才
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28848
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ姫路
性別: 申込種目:

尾﨑　隆太           ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ             大学（4）1 男子 自由形  400m 一般

大学（4）2 男子 自由形 1500m 一般

森本　剛平           ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾍｲ            中学（3）3 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（3）4 男子 平泳ぎ  100m 14才

山川　　真           ﾔﾏｶﾜ ﾏｺﾄ             中学（2）5 男子 自由形   50m 14才

上元　郁弥           ｳｴﾓﾄ ﾌﾐﾔ             中学（1）6 男子 自由形   50m 13才

清水　史華           ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｶ             高校（3）7 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）9 女子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山﨑　真衣           ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｲ             中学（2）10 女子 自由形  400m 13才

中学（2）11 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）12 女子 個人メドレー  400m 13才

宮前　咲乃           ﾐﾔﾏｴ ｻｷﾉ             中学（2）13 女子 自由形   50m 13才

中学（2）14 女子 背泳ぎ   50m 13才

津田　歩季           ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ             中学（1）15 女子 自由形  200m 13才

中学（1）16 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）17 女子 個人メドレー  400m 13才

大塚　菜智           ｵｵﾂｶ ﾅﾁ              中学（1）18 女子 自由形   50m 13才

中学（1）19 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）20 女子 バタフライ  100m 13才

樋口　絢音           ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ             中学（1）21 女子 自由形   50m 12才

中学（1）22 女子 自由形  100m 12才

中学（1）23 女子 自由形  400m 12才

竹中　杏羽           ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ            小学（6）24 女子 自由形   50m 12才

小学（6）25 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）26 女子 個人メドレー  200m 12才

山﨑　彩花           ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ            小学（6）27 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）28 女子 背泳ぎ  200m 12才

小学（6）29 女子 個人メドレー  200m 12才
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28852
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ妙法寺
性別: 申込種目:

佐藤　晴一           ｻﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ             中学（3）1 男子 自由形   50m 14才

中学（3）2 男子 自由形  100m 14才

岡田　誠也           ｵｶﾀﾞ ｾｲﾔ             中学（3）3 男子 自由形   50m 14才

中学（3）4 男子 自由形  100m 14才

奥田　　蓮           ｵｸﾀﾞ ﾚﾝ              中学（3）5 男子 自由形   50m 14才

中学（3）6 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（3）7 男子 平泳ぎ  100m 14才

藤澤　瑞輝           ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ           中学（2）8 男子 自由形   50m 14才

宮平淳太郎           ﾐﾔﾋﾗ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ         中学（2）9 男子 自由形   50m 14才

中学（2）10 男子 自由形  100m 14才

中学（2）11 男子 自由形  200m 14才

臼田　和希           ｳｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ            中学（3）12 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）13 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）14 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

平山　千尋           ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾋﾛ             中学（2）15 女子 自由形  100m 14才

中学（2）16 女子 バタフライ   50m 14才

福﨑　由夏           ﾌｸｻｷ ﾕｳｶ             中学（2）17 女子 自由形  100m 14才

岡田　美咲           ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ             中学（1）18 女子 自由形   50m 12才

中学（1）19 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）20 女子 バタフライ   50m 12才

28855
氏名: カナ: 学校:No.:

伊丹有岡ＳＳ
性別: 申込種目:

小川　　諒           ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ             高校（1）1 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）2 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

末永　航揮           ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ            中学（2）3 男子 自由形  100m 14才

中学（2）4 男子 自由形  200m 14才

中学（2）5 男子 個人メドレー  200m 14才

東海　晶大           ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾀ            中学（2）6 男子 自由形   50m 13才

中学（2）7 男子 自由形  100m 13才

野田　　柊           ﾉﾀﾞ ｼｭｳ              中学（2）8 男子 自由形  100m 13才

中学（2）9 男子 自由形  200m 13才

中学（2）10 男子 自由形  400m 13才

平井　恭香           ﾋﾗｲ ｷｮｳｶ             高校（2）11 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）12 女子 自由形  100m 15･16才

樋口　莉子           ﾋｸﾞﾁ ﾘｺ              中学（3）13 女子 自由形  200m 14才

中学（3）14 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）15 女子 個人メドレー  400m 14才

登　　瞳羽           ﾉﾎﾞﾙ ﾄﾜ              中学（3）16 女子 バタフライ   50m 14才

中学（3）17 女子 バタフライ  100m 14才

中学（3）18 女子 バタフライ  200m 14才

櫻井　彩南           ｻｸﾗｲ ｻｲﾅ             中学（3）19 女子 自由形   50m 14才

中学（3）20 女子 自由形  100m 14才

中学（3）21 女子 自由形  200m 14才

河岡　春日           ｶﾜｵｶ ﾊﾙﾋ             中学（2）22 女子 自由形  200m 13才

中学（2）23 女子 自由形  400m 13才

中学（2）24 女子 個人メドレー  200m 13才
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28857
氏名: カナ: 学校:No.:

神鉄ＳＳ
性別: 申込種目:

古川　　亮           ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳ             高校（3）1 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

井上　楓代           ｲﾉｳｴ ﾌｳﾀﾞｲ           高校（2）4 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）5 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）6 男子 自由形  200m 15･16才

藤田　翔吾           ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ           中学（3）7 男子 自由形   50m 14才

中学（3）8 男子 平泳ぎ   50m 14才

萩原　悠希           ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｷ            中学（3）9 男子 自由形  100m 14才

中学（3）10 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）11 男子 個人メドレー  200m 14才

簑田　一輝           ﾐﾉﾀ ｶｽﾞｷ             中学（3）12 男子 自由形   50m 14才

中学（3）13 男子 自由形  100m 14才

矢野瑛太郎           ﾔﾉ ｴｲﾀﾛｳ             中学（2）14 男子 自由形   50m 14才

中学（2）15 男子 自由形  100m 14才

駒井　慶輔           ｺﾏｲ ｹｲｽｹ             中学（2）16 男子 自由形  200m 14才

中学（2）17 男子 自由形  400m 14才

宮内　友希           ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ             中学（3）18 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（3）19 女子 背泳ぎ  200m 14才

大野加奈恵           ｵｵﾉ ｶﾅｴ              中学（2）20 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）21 女子 平泳ぎ  200m 13才

大西　真央           ｵｵﾆｼ ﾏｵ              中学（2）22 女子 自由形   50m 13才

中学（2）23 女子 自由形  100m 13才

中野　頌子           ﾅｶﾉ ｼｮｳｺ             中学（2）24 女子 バタフライ  100m 13才

中学（2）25 女子 バタフライ  200m 13才

冨部　七菜           ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ              中学（2）26 女子 自由形  100m 13才

中学（2）27 女子 平泳ぎ  100m 13才

有馬　寧花           ｱﾘﾏ ﾉﾄﾞｶ             中学（2）28 女子 自由形   50m 13才

中学（2）29 女子 自由形  100m 13才

吉岡　颯希           ﾖｼｵｶ ｻﾂｷ             中学（1）30 女子 自由形  100m 13才

中学（1）31 女子 自由形  200m 13才

中学（1）32 女子 自由形  400m 13才

伊藤　ノア           ｲﾄｳ ﾉｱ               中学（1）33 女子 平泳ぎ   50m 13才

石本　　佳           ｲｼﾓﾄ ｹｲ              中学（1）34 女子 自由形  200m 12才

中学（1）35 女子 自由形  400m 12才

栗原みなみ           ｸﾘﾊﾗ ﾐﾅﾐ             中学（1）36 女子 自由形   50m 12才

中学（1）37 女子 バタフライ   50m 12才

竹村心華音           ﾀｹﾑﾗ ｺﾊﾈ             中学（1）38 女子 バタフライ   50m 12才
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28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別: 申込種目:

伊藤　　駿           ｲﾄｳ ｼｭﾝ              高校（1）1 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

菖池　竜輝           ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ            中学（3）3 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）4 男子 自由形  200m 15･16才

中学（3）5 男子 自由形  400m 15･16才

増田　達也           ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ             中学（3）6 男子 自由形  400m 14才

中学（3）7 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）8 男子 個人メドレー  200m 14才

岡上　愛佳           ｵｶｶﾞﾐ ｱｲｶ            高校（1）9 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）10 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）11 女子 個人メドレー  200m 15･16才

岡田　侑奈           ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ              中学（2）12 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）13 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）14 女子 平泳ぎ  200m 14才

土屋　優里           ﾂﾁﾔ ﾕｳﾘ              中学（2）15 女子 自由形   50m 14才

中学（2）16 女子 自由形  100m 14才

中学（2）17 女子 自由形  400m 14才

池澤　沙姫           ｲｹｻﾞﾜ ｻｷ             中学（1）18 女子 自由形  100m 13才

中学（1）19 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）20 女子 バタフライ  100m 13才

清水　結唯           ｼﾐｽﾞ ﾕｲ              中学（1）21 女子 自由形   50m 13才

中学（1）22 女子 自由形  100m 13才

中学（1）23 女子 自由形  200m 13才

松原　優衣           ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ             中学（1）24 女子 自由形   50m 13才

中学（1）25 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）26 女子 背泳ぎ  100m 13才

上田　幸歩           ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ              中学（1）27 女子 自由形  100m 12才

中学（1）28 女子 自由形  200m 12才

中学（1）29 女子 個人メドレー  200m 12才

岩永なつみ           ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ            中学（1）30 女子 バタフライ   50m 12才

中学（1）31 女子 バタフライ  100m 12才

中学（1）32 女子 個人メドレー  200m 12才
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28862
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ太子
性別: 申込種目:

改野　雄輝           ｶｲﾉ ﾕｳｷ              高校（1）1 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）3 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

木下　成慈           ｷﾉｼﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ          高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）5 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）6 男子 個人メドレー  200m 15･16才

横野　晟也           ﾖｺﾉ ﾏｻﾔ              中学（3）7 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）8 男子 個人メドレー  200m 15･16才

中学（3）9 男子 個人メドレー  400m 15･16才

宮本　華那           ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾅ              中学（2）10 女子 自由形   50m 14才

中学（2）11 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）12 女子 バタフライ   50m 14才

松岡　由唯           ﾏﾂｵｶ ﾕｲ              中学（2）13 女子 自由形  200m 13才

杉本ひまり           ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ            中学（1）14 女子 背泳ぎ   50m 13才

宮本　紗希           ﾐﾔﾓﾄ ｻｷ              小学（6）15 女子 自由形   50m 12才

28864
氏名: カナ: 学校:No.:

ナイスＳＰ
性別: 申込種目:

北井　優輝           ｷﾀｲ ﾕｳｷ              高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）2 男子 バタフライ   50m 15･16才

長濱　温樹           ﾅｶﾞﾊﾏ ﾊﾙｷ            中学（2）3 男子 自由形   50m 13才

中学（2）4 男子 バタフライ   50m 13才

北井　洸太           ｷﾀｲ ｺｳﾀ              中学（1）5 男子 自由形   50m 13才

中学（1）6 男子 バタフライ   50m 13才

玉井　晴菜           ﾀﾏｲ ﾊﾙﾅ              小学（6）7 女子 自由形   50m 11才
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28865
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎市スポ振
性別: 申込種目:

五十嵐　亨           ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ             高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

髙谷　大稀           ﾀｶﾀﾆ ﾀﾞｲｷ            高校（2）3 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）4 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）5 男子 個人メドレー  200m 15･16才

槙山　陽稀           ﾏｷﾔﾏ ﾊﾙｷ             中学（3）6 男子 自由形  100m 14才

中学（3）7 男子 自由形  200m 14才

中学（3）8 男子 自由形  400m 14才

浅野　海斗           ｱｻﾉ ｶｲﾄ              中学（3）9 男子 自由形  100m 14才

中学（3）10 男子 自由形  200m 14才

中学（3）11 男子 自由形  400m 14才

岡本　誉央           ｵｶﾓﾄ ﾖｵ              中学（2）12 男子 自由形   50m 14才

中学（2）13 男子 自由形  100m 14才

中学（2）14 男子 平泳ぎ   50m 14才

関川　　優           ｾｷｶﾞﾜ ﾕｳ             中学（2）15 男子 自由形  100m 13才

中学（2）16 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（2）17 男子 平泳ぎ  100m 13才

阿部　真翼           ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ              中学（1）18 男子 自由形   50m 12才

中学（1）19 男子 自由形  400m 12才

田中　潤美           ﾀﾅｶ ｳﾙﾐ              中学（3）20 女子 自由形   50m 15･16才

居林　優衣           ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ             中学（3）21 女子 自由形  100m 14才

中学（3）22 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（3）23 女子 背泳ぎ  200m 14才

近田　佳乃           ｺﾝﾀﾞ ｶﾉ              中学（2）24 女子 自由形   50m 13才

中学（2）25 女子 バタフライ   50m 13才

世継万里沙           ﾖﾂｷﾞ ﾏﾘｻ             中学（1）26 女子 バタフライ   50m 12才

寺谷　優凜           ﾃﾗﾀﾆ ﾏﾘﾝ             中学（1）27 女子 平泳ぎ  100m 12才

中学（1）28 女子 平泳ぎ  200m 12才

渡瀬夢花里           ﾜﾀｾ ﾕｶﾘ              小学（6）29 女子 自由形   50m 12才

岡山　彩乃           ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ             小学（4）30 女子 自由形   50m 9才以下
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28866
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ加西
性別: 申込種目:

上野　樹也           ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ              一般1 男子 バタフライ   50m 一般

一般2 男子 バタフライ  100m 一般

吉田　尚悟           ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ           中学（3）3 男子 自由形 1500m 15･16才

中学（3）4 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）5 男子 バタフライ  200m 15･16才

尾花　主望           ｵﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾐ            中学（3）6 男子 自由形  100m 14才

中学（3）7 男子 自由形  400m 14才

中学（3）8 男子 自由形 1500m 14才

志築　遼音           ｼｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ            中学（3）9 男子 自由形  100m 14才

中学（3）10 男子 自由形  400m 14才

中学（3）11 男子 自由形 1500m 14才

好本　大起           ﾖｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ            中学（3）12 男子 バタフライ   50m 14才

中学（3）13 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）14 男子 バタフライ  200m 14才

荒木　　玲           ｱﾗｷ ﾚｲ               高校（2）15 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）16 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

大谷　七海           ｵｵﾀﾆ ﾅﾅﾐ             高校（1）17 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）18 女子 バタフライ  200m 15･16才

川野　舞衣           ｶﾜﾉ ﾏｲ               中学（3）19 女子 バタフライ  100m 14才

中学（3）20 女子 バタフライ  200m 14才

久斗　奈々           ﾋｻﾄ ﾅﾅ               中学（1）21 女子 自由形  200m 12才

中学（1）22 女子 自由形  400m 12才

中学（1）23 女子 背泳ぎ  200m 12才

川野　愛弥           ｶﾜﾉ ｱﾐ               中学（1）24 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）25 女子 背泳ぎ  100m 12才

中学（1）26 女子 背泳ぎ  200m 12才

28867
氏名: カナ: 学校:No.:

ＧＵＮＺＥ
性別: 申込種目:

船本　義則           ﾌﾅﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ            一般1 男子 背泳ぎ   50m 一般

岡﨑　悠太           ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ          高校（2）2 男子 自由形   50m 15･16才

木村　勇登           ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ              高校（1）3 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

後辺　琴哉           ｱﾄﾍﾞ ｺﾄﾔ             高校（1）5 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）6 男子 自由形  400m 15･16才

船本　幸輝           ﾌﾅﾓﾄ ｺｳｷ             中学（2）7 男子 平泳ぎ   50m 14才

齋藤　未来           ｻｲﾄｳ ﾐｸ              高校（3）8 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）9 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡﨑　優依           ｵｶｻﾞｷ ﾕｲ             高校（2）10 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

酒井佳英子           ｻｶｲ ｶｴｺ              高校（1）12 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）13 女子 自由形  100m 15･16才

田中　稀琳           ﾀﾅｶ ｷﾘﾝ              小学（5）14 女子 自由形   50m 11才
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28869
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ大久保
性別: 申込種目:

田中　優真           ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ              大学（4）1 男子 バタフライ   50m 一般

大学（4）2 男子 バタフライ  100m 一般

廣川　晃平           ﾋﾛｶﾜ ｺｳﾍｲ            高校（2）3 男子 自由形  100m 15･16才

藤井　幹太           ﾌｼﾞｲ ｶﾝﾀ             高校（2）4 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）5 男子 バタフライ  100m 15･16才

小林　大将           ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ          高校（2）6 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）7 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

森田　啓史           ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ              中学（3）8 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）9 男子 個人メドレー  200m 15･16才

藤岡虎太郎           ﾌｼﾞｵｶ ｺﾀﾛｳ           中学（2）10 男子 自由形   50m 13才

橘　　登子           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄｺ             高校（1）11 女子 自由形  800m 15･16才

筒井　優夏           ﾂﾂｲ ﾕｳｶ              中学（3）12 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）13 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）14 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

板井　楓佳           ｲﾀｲ ﾌｳｶ              中学（3）15 女子 自由形   50m 14才

中学（3）16 女子 自由形  100m 14才

中学（3）17 女子 自由形  200m 14才

西村　麻亜           ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ             中学（3）18 女子 自由形  100m 14才

中学（3）19 女子 バタフライ   50m 14才

中学（3）20 女子 バタフライ  100m 14才

坂本　未歩           ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ              中学（3）21 女子 自由形  100m 14才

中学（3）22 女子 バタフライ   50m 14才

中学（3）23 女子 バタフライ  100m 14才

信川　絢里           ﾉﾌﾞｶﾜ ｱﾔﾘ            中学（2）24 女子 自由形  100m 14才

中学（2）25 女子 自由形  200m 14才

山下　菜月           ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ             小学（6）26 女子 自由形   50m 12才

小学（6）27 女子 バタフライ   50m 12才

松野仁衣奈           ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ              小学（6）28 女子 自由形   50m 12才

小学（6）29 女子 自由形  100m 12才

小学（6）30 女子 自由形  200m 12才

28870
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫之荘ＳＳ
性別: 申込種目:

大橋　　樹           ｵｵﾊｼ ﾀﾂｷ             中学（3）1 男子 自由形   50m 14才

中学（3）2 男子 バタフライ   50m 14才

若松こころ           ﾜｶﾏﾂ ｺｺﾛ             中学（2）3 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）4 女子 個人メドレー  400m 14才

中間　来夢           ﾅｶﾏ ﾗｲﾑ              中学（1）5 女子 自由形   50m 12才

中学（1）6 女子 背泳ぎ   50m 12才

三角　桃子           ﾐｽﾐ ﾓﾓｺ              中学（1）7 女子 自由形  100m 12才

中学（1）8 女子 個人メドレー  200m 12才

石田結衣佳           ｲｼﾀﾞ ﾕｲｶ             中学（1）9 女子 自由形   50m 12才

中学（1）10 女子 自由形  100m 12才

佐原　友恵           ｻﾊﾗ ﾄﾓｴ              中学（1）11 女子 自由形  100m 12才

中学（1）12 女子 自由形  200m 12才

中学（1）13 女子 背泳ぎ   50m 12才

木村　千倖           ｷﾑﾗ ﾁﾕｷ              小学（6）14 女子 自由形   50m 12才

若松あさひ           ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ             小学（6）15 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）16 女子 個人メドレー  200m 11才
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28872
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別: 申込種目:

宗利　昌哉           ﾑﾈﾄｼ ﾏｻﾔ             高校（1）1 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）2 男子 バタフライ  200m 15･16才

高校（1）3 男子 個人メドレー  200m 15･16才

土塔　悟司           ﾄﾞﾄｳ ｻﾄｼ             高校（1）4 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）5 男子 バタフライ  200m 15･16才

三木　飛翔           ﾐｷ ﾂﾊﾞｻ              中学（3）6 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）7 男子 個人メドレー  200m 15･16才

上田隆ノ介           ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ          中学（3）8 男子 自由形  200m 14才

中学（3）9 男子 個人メドレー  200m 14才

吉野　裕貴           ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ              中学（2）10 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）11 男子 個人メドレー  400m 14才

土塔　涼華           ﾄﾞﾄｳ ｽｽﾞｶ            中学（2）12 女子 平泳ぎ  200m 14才

中学（2）13 女子 バタフライ   50m 14才

福田　萌乃           ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ             中学（2）14 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）15 女子 個人メドレー  400m 14才

深澤　杏花           ﾌｶｻﾞﾜ ｷｮｳｶ           中学（2）16 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）17 女子 背泳ぎ  200m 13才

28876
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ豊岡
性別: 申込種目:

村尾　侑哉           ﾑﾗｵ ﾕｳﾔ              中学（2）1 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（2）2 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）3 男子 平泳ぎ  200m 13才

安田　夏唯           ﾔｽﾀﾞ ｶｲ              中学（1）4 男子 自由形   50m 13才

中学（1）5 男子 平泳ぎ   50m 13才

小西悠加里           ｺﾆｼ ﾕｶﾘ              高校（2）6 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

金納　友海           ｶﾉｳ ﾕｳﾐ              高校（1）7 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）8 女子 自由形  200m 15･16才

水田　実伶           ﾐｽﾞﾀ ﾐﾚｲ             中学（1）9 女子 背泳ぎ   50m 13才

金納　恋海           ｶﾉｳ ｺｳﾐ              中学（1）10 女子 自由形   50m 12才

中学（1）11 女子 自由形  100m 12才
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28881
氏名: カナ: 学校:No.:

MacS武庫川
性別: 申込種目:

宮崎　智也           ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾔ            大学（4）1 男子 バタフライ   50m 一般

濱中　信真           ﾊﾏﾅｶ ﾉﾌﾞﾏｻ           大学（1）2 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（1）3 男子 平泳ぎ  100m 一般

茂呂　郁哉           ﾓﾛ ﾌﾐﾔ               高校（2）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）5 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

松居　　駿           ﾏﾂｲ ｼｭﾝ              中学（2）6 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）7 男子 個人メドレー  200m 14才

米田　虎優           ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ            中学（1）8 男子 自由形  100m 13才

中学（1）9 男子 バタフライ   50m 13才

田中　駿真           ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ             中学（1）10 男子 自由形   50m 13才

中学（1）11 男子 自由形  100m 13才

中学（1）12 男子 自由形  200m 13才

岡本　稜久           ｵｶﾓﾄ ﾘｸ              小学（6）13 男子 自由形   50m 12才

小学（6）14 男子 自由形  100m 12才

小学（6）15 男子 個人メドレー  200m 12才

瀧野　　真           ﾀｷﾉ ﾏｺﾄ              小学（6）16 男子 自由形   50m 12才

小学（6）17 男子 バタフライ   50m 12才

中嶋望々花           ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ            中学（1）18 女子 自由形   50m 13才

中学（1）19 女子 背泳ぎ  100m 13才

板谷　紗葵           ｲﾀﾀﾆ ｻｷ              小学（6）20 女子 自由形   50m 12才

大賀　　葵           ｵｵｶﾞ ｱｵｲ             小学（5）21 女子 自由形   50m 10才

板谷　紗瑛           ｲﾀﾀﾆ ｻｴ              小学（4）22 女子 自由形   50m 10才

28883
氏名: カナ: 学校:No.:

こうでら
性別: 申込種目:

佐々木亜留           ｻｻｷ ｱﾙ               高校（1）1 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）2 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）3 男子 自由形  400m 15･16才

田中　魁都           ﾀﾅｶ ｶｲﾄ              高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）5 男子 自由形 1500m 15･16才

高校（1）6 男子 個人メドレー  400m 15･16才

中安真菜実           ﾅｶﾔｽ ﾏﾅﾐ             高校（2）7 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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28887
氏名: カナ: 学校:No.:

MacS加古川
性別: 申込種目:

塩谷　純平           ｼｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         大学（3）1 男子 自由形  400m 一般

大学（3）2 男子 自由形 1500m 一般

大西　克生           ｵｵﾆｼ ｶﾂｷ             大学（1）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）4 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

鬮橋　優斗           ｸｼﾞﾊｼ ﾕｳﾄ            高校（2）5 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

塩谷　章也           ｼｵﾀﾆ ﾌﾐﾔ             高校（2）8 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）9 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）10 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

鬮橋　　翼           ｸｼﾞﾊｼ ﾂﾊﾞｻ           高校（1）11 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）12 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）13 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

中嶋　紘夢           ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ            中学（3）14 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）15 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）16 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

山本　和真           ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ            中学（3）17 男子 自由形   50m 14才

中学（3）18 男子 平泳ぎ   50m 14才

小松　天斗           ｺﾏﾂ ﾀｶﾄ              中学（2）19 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）20 男子 背泳ぎ  200m 14才

松下　奨武           ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾌﾞ           中学（2）21 男子 自由形   50m 13才

中学（2）22 男子 自由形  200m 13才

中学（2）23 男子 自由形  400m 13才

武本　優志           ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼ             中学（1）24 男子 自由形  100m 13才

中学（1）25 男子 自由形  200m 13才

中学（1）26 男子 バタフライ   50m 13才

武本　航志           ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ             小学（5）27 男子 自由形   50m 10才

小学（5）28 男子 平泳ぎ   50m 10才

西澤まどか           ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ           高校（3）29 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）30 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

原　由希菜           ﾊﾗ ﾕｷﾅ               高校（3）31 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）32 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）33 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

阪口　青空           ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ          高校（3）34 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）35 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）36 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

正中　美咲           ｼｮｳﾅｶ ﾐｻｷ            高校（2）37 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）38 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）39 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

藤原　綺良           ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾗﾗ            高校（2）40 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）41 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

廣田　紗弥           ﾋﾛﾀ ｻﾔ               高校（2）42 女子 自由形   50m 15･16才

高田　彩夏           ﾀｶﾀ ｻﾔｶ              中学（3）43 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）44 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）45 女子 バタフライ   50m 15･16才

室井　うみ           ﾑﾛｲ ｳﾐ               中学（3）46 女子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）47 女子 バタフライ  100m 15･16才

大西　李旺           ｵｵﾆｼ ﾘｵ              中学（3）48 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）49 女子 平泳ぎ  100m 15･16才
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上垣　友香           ｳｴｶﾞｷ ﾄﾓｶ            中学（3）50 女子 自由形  100m 14才

中学（3）51 女子 自由形  400m 14才

中学（3）52 女子 個人メドレー  200m 14才

鈴木みゆう           ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ             中学（3）53 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（3）54 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）55 女子 平泳ぎ  200m 14才

有馬　鈴葉           ｱﾘﾏ ｽｽﾞﾊ             中学（2）56 女子 自由形   50m 14才

中学（2）57 女子 自由形  100m 14才

中学（2）58 女子 平泳ぎ   50m 14才

藤本　凛子           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾝｺ            中学（2）59 女子 バタフライ   50m 13才

菅原　梨鈴           ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾘ             中学（2）60 女子 自由形  100m 13才

中学（2）61 女子 自由形  200m 13才

中学（2）62 女子 平泳ぎ  100m 13才

駒川　　舞           ｺﾏｶﾞﾜ ﾏｲ             中学（1）63 女子 自由形   50m 13才

中学（1）64 女子 自由形  100m 13才

中学（1）65 女子 自由形  200m 13才

小東　あい           ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ             中学（1）66 女子 自由形   50m 12才

中学（1）67 女子 自由形  100m 12才

中学（1）68 女子 バタフライ   50m 12才

室井　星南           ﾑﾛｲ ｾﾅ               中学（1）69 女子 自由形   50m 12才

中学（1）70 女子 バタフライ   50m 12才

宮島　恵那           ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾅ             小学（6）71 女子 自由形  100m 11才

小学（6）72 女子 自由形  200m 11才

小学（6）73 女子 バタフライ   50m 11才

28898
氏名: カナ: 学校:No.:

佐用ＳＳ
性別: 申込種目:

石澤　蘭世           ｲｼｻﾞﾜ ﾗﾝｾﾞ           中学（3）1 男子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）2 男子 バタフライ  100m 15･16才

井上　賢斗           ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ             中学（3）3 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（3）4 男子 平泳ぎ  100m 14才

杵築　一流           ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ             中学（1）5 男子 自由形   50m 12才

小深田有咲           ｺﾌﾞｶﾀ ｱﾘｻ            高校（2）6 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）7 女子 自由形  100m 15･16才

横山　愛菜           ﾖｺﾔﾏ ﾏﾅ              中学（3）8 女子 自由形   50m 14才
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28900
氏名: カナ: 学校:No.:

ＰＳＫ
性別: 申込種目:

池田　悠真           ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ             中学（3）1 男子 バタフライ   50m 14才

中学（3）2 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）3 男子 バタフライ  200m 14才

永田　創士           ﾅｶﾞﾀ ｿｳｼ             中学（3）4 男子 バタフライ   50m 14才

中学（3）5 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）6 男子 バタフライ  200m 14才

谷水輝一朗           ﾀﾆﾐｽﾞ ｷｲﾁﾛｳ          中学（3）7 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（3）8 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）9 男子 平泳ぎ  200m 14才

常岡　裕介           ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ            中学（2）10 男子 自由形   50m 13才

中学（2）11 男子 自由形  200m 13才

中学（2）12 男子 自由形  400m 13才

井上　真帆           ｲﾉｳｴ ﾏﾎ              中学（1）13 女子 自由形  200m 13才

中学（1）14 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）15 女子 バタフライ  200m 13才

28902
氏名: カナ: 学校:No.:

各駅停車ＳＣ
性別: 申込種目:

古橋　賢悟           ﾌﾙﾊｼ ｹﾝｺﾞ            一般1 男子 バタフライ   50m 一般

吉村　吉美           ﾖｼﾑﾗ ﾖｼﾐ             一般2 女子 背泳ぎ   50m 一般

28904
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ相生
性別: 申込種目:

宮城　大樹           ﾐﾔｷﾞ ﾀｲｷ             一般1 男子 自由形   50m 一般

一般2 男子 バタフライ   50m 一般

前澤　　拓           ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｸ             一般3 男子 自由形   50m 一般

一般4 男子 平泳ぎ   50m 一般

山内　康平           ﾔﾏｳﾁ ｺｳﾍｲ            大学（3）5 男子 自由形  200m 一般

大学（3）6 男子 個人メドレー  200m 一般

音崎　晃平           ｵﾄｻﾞｷ ｺｳﾍｲ           高校（1）7 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）8 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）9 男子 バタフライ   50m 15･16才

髙瀨　賢伸           ﾀｶｾ ｹﾝｼﾝ             高校（1）10 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）11 男子 自由形  100m 15･16才

尾林　朝陽           ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ            中学（3）12 男子 自由形   50m 14才

中学（3）13 男子 自由形  100m 14才

中学（3）14 男子 自由形  200m 14才

西川　未来           ﾆｼｶﾜ ﾐﾗｲ             中学（2）15 女子 自由形   50m 14才

中学（2）16 女子 自由形  100m 14才

中学（2）17 女子 バタフライ   50m 14才

尾林あすか           ｵﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ            中学（1）18 女子 自由形   50m 12才

中学（1）19 女子 背泳ぎ   50m 12才
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28909
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ山崎
性別: 申込種目:

高見　息吹           ﾀｶﾐ ｲﾌﾞｷ             中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16才

名村　太一           ﾅﾑﾗ ﾀｲﾁ              中学（3）3 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）4 男子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）5 男子 バタフライ  100m 15･16才

野口　温大           ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ             中学（3）6 男子 自由形  100m 14才

中学（3）7 男子 自由形  200m 14才

中学（3）8 男子 自由形  400m 14才

井上　翔理           ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾘ            中学（3）9 男子 自由形  400m 14才

中学（3）10 男子 個人メドレー  200m 14才

福本　勝太           ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ            中学（2）11 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）12 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）13 男子 背泳ぎ  200m 14才

伊野　凌聖           ｲﾉ ﾘｮｳｾｲ             中学（1）14 男子 自由形  400m 12才

中学（1）15 男子 個人メドレー  400m 12才

谷口　楓歌           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳｶ            中学（3）16 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）17 女子 自由形  200m 15･16才

野口　裕栞           ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾘ             中学（2）18 女子 自由形  100m 13才

中学（2）19 女子 個人メドレー  200m 13才

福井　菜月           ﾌｸｲ ﾅﾂｷ              中学（1）20 女子 自由形   50m 12才

白谷　萌彩           ｼﾗﾀﾆ ﾓｱ              中学（1）21 女子 バタフライ   50m 12才

28910
氏名: カナ: 学校:No.:

赤穂ＳＳ
性別: 申込種目:

三艸　秀汰           ﾐｸｻ ｼｭｳﾀ             高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）2 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）3 男子 バタフライ  100m 15･16才

久田　雄太           ﾋｻﾀﾞ ﾕｳﾀ             中学（2）4 男子 自由形   50m 14才

中学（2）5 男子 バタフライ   50m 14才

福井　貫太           ﾌｸｲ ｶﾝﾀ              中学（2）6 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（2）7 男子 平泳ぎ  200m 13才

前田　美玖           ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ              中学（3）8 女子 自由形   50m 14才

中学（3）9 女子 自由形  100m 14才

中学（3）10 女子 自由形  400m 14才

28912
氏名: カナ: 学校:No.:

NSI南あわじ
性別: 申込種目:

森下　翔太           ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ            高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）2 男子 自由形  100m 15･16才

中本　明希           ﾅｶﾓﾄ ﾊﾙｷ             高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16才

増田　達哉           ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ             中学（2）5 男子 自由形  100m 13才

中学（2）6 男子 自由形  200m 13才

中学（2）7 男子 自由形  400m 13才

野口　晴香           ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ             中学（3）8 女子 個人メドレー  200m 15･16才

中学（3）9 女子 個人メドレー  400m 15･16才
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28921
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ西神戸
性別: 申込種目:

斉藤　　迅           ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ             中学（3）1 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

28923
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ姫路
性別: 申込種目:

松原　怜耶           ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ            中学（3）1 男子 自由形   50m 14才

中学（3）2 男子 自由形  100m 14才

堀　　敬貴           ﾎﾘ ｲﾂｷ               中学（3）3 男子 自由形  100m 14才

中学（3）4 男子 個人メドレー  200m 14才

北村　祥瑛           ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ           中学（2）5 男子 自由形 1500m 13才

中学（2）6 男子 バタフライ   50m 13才

志水　建斗           ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ             中学（1）7 男子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）8 男子 背泳ぎ  100m 12才

中学（1）9 男子 個人メドレー  200m 12才

北村　峻聖           ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ           小学（6）10 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）11 男子 個人メドレー  200m 11才

根上　雪華           ﾈｶﾞﾐ ﾕｷｶ             小学（6）12 女子 自由形   50m 11才

小学（6）13 女子 自由形  100m 11才

小学（6）14 女子 個人メドレー  200m 11才

28926
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＴ淡路
性別: 申込種目:

別所　玲奈           ﾍﾞｯｼｮ ﾚﾅ             高校（1）1 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）2 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

奈良　悠花           ﾅﾗ ﾊﾙｶ               中学（3）3 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）4 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）5 女子 自由形  200m 15･16才

三宅　渚沙           ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ             中学（2）6 女子 バタフライ   50m 13才

中学（2）7 女子 バタフライ  100m 13才

中学（2）8 女子 バタフライ  200m 13才

道上　明佳           ﾐﾁｶﾐ ｻﾔｶ             中学（1）9 女子 平泳ぎ   50m 13才

川上　美鈴           ｶﾜｶﾐ ﾐｽｽﾞ            中学（1）10 女子 自由形   50m 12才

中学（1）11 女子 バタフライ   50m 12才

平山　莉名           ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ              小学（6）12 女子 自由形   50m 11才

太田姫梨子           ｵｵﾀ ｷﾘｺ              小学（6）13 女子 自由形   50m 11才

29307
氏名: カナ: 学校:No.:

ＭＳＴ
性別: 申込種目:

眞野　　聡           ﾏﾉ ｻﾄｼ               大学（4）1 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（4）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

48002
氏名: カナ: 学校:No.:

法政大学
性別: 申込種目:

中山　貴裕           ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ            大学（4）1 男子 自由形   50m 一般

大学（4）2 男子 自由形  100m 一般

大学（4）3 男子 自由形  200m 一般

53/61 ページ2015年7月25日 10:21:18



平成27年度兵庫県選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大学
性別: 申込種目:

西井　　良           ﾆｼｲ ﾘｮｳ              大学（4）1 男子 自由形   50m 一般

手塚　祐樹           ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｷ             大学（3）2 男子 バタフライ  200m 一般

大学（3）3 男子 個人メドレー  200m 一般

大学（3）4 男子 個人メドレー  400m 一般

赤井　　晨           ｱｶｲ ｼﾝ               大学（2）5 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（2）6 男子 平泳ぎ  200m 一般

坂井孝士郎           ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ            大学（1）7 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）8 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

龍　　宏樹           ﾘｭｳ ﾋﾛｷ              大学（1）9 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）10 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大学
性別: 申込種目:

小西　伶実           ｺﾆｼ ﾚﾐ               大学（3）1 女子 自由形   50m 一般

大学（3）2 女子 バタフライ  100m 一般

大学（3）3 女子 個人メドレー  200m 一般

日下部絢美           ｸｻｶﾍﾞ ｱﾔﾐ            大学（3）4 女子 自由形  400m 一般

48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大学
性別: 申込種目:

山口　真旺           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ             大学（2）1 女子 背泳ぎ  100m 一般

48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大学
性別: 申込種目:

楠木　拓馬           ｸｽｷ ﾀｸﾏ              大学（2）1 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（2）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

48132
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨学院大学
性別: 申込種目:

生田　真結           ｲｸﾀ ﾏﾕ               大学（2）1 女子 自由形   50m 一般

49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大学
性別: 申込種目:

大寺　巧馬           ｵｵﾃﾗ ﾀｸﾏ             大学（1）1 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（1）2 男子 平泳ぎ  200m 一般

藤原　秀朗           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ          大学（1）3 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）4 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中尾　玲華           ﾅｶｵ ﾚｲｶ              大学（3）5 女子 自由形  100m 一般

大学（3）6 女子 自由形  200m 一般

武本　雅代           ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾖ             大学（2）7 女子 自由形  100m 一般

大学（2）8 女子 自由形  200m 一般

49046
氏名: カナ: 学校:No.:

東海学園大
性別: 申込種目:

戎　　雅人           ｴﾋﾞｽ ﾏｻﾄ             大学（1）1 男子 背泳ぎ  200m 一般

川江　拓実           ｶﾜｴ ﾀｸﾐ              大学（1）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）3 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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50001
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪体育大学
性別: 申込種目:

林　　聖大           ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ             大学（3）1 男子 自由形  200m 一般

菖池　隆司           ｼｮｳｲｹ ﾘｭｳｼﾞ          大学（3）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（3）3 男子 平泳ぎ  200m 一般

増田凌太郎           ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ          大学（1）4 男子 自由形   50m 一般

大学（1）5 男子 自由形  100m 一般

大学（1）6 男子 自由形  200m 一般

大久保健太           ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾀ            大学（1）7 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）8 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）9 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山村　真毅           ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｷ             大学（1）10 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）11 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）12 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

猪口慎ノ介           ｲﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ          大学（1）13 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）14 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大学
性別: 申込種目:

前田　　奨           ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳ             大学（4）1 男子 自由形  200m 一般

大学（4）2 男子 個人メドレー  200m 一般

大学（4）3 男子 個人メドレー  400m 一般

平田　和紀           ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｷ             大学（4）4 男子 自由形  100m 一般

大学（4）5 男子 自由形  200m 一般

大学（4）6 男子 自由形  400m 一般

北山　拓人           ｷﾀﾔﾏ ﾀｸﾄ             大学（4）7 男子 自由形  200m 一般

大学（4）8 男子 自由形  400m 一般

和田　真哉           ﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ              大学（4）9 男子 平泳ぎ  100m 一般

﨑久保拓洋           ｻｷｸﾎﾞ ﾀｸﾐ            大学（4）10 男子 自由形   50m 一般

大学（4）11 男子 自由形  100m 一般

佐野　　武           ｻﾉ ﾀｹﾙ               大学（3）12 男子 自由形  200m 一般

大学（3）13 男子 自由形  400m 一般

大学（3）14 男子 自由形 1500m 一般

山本　知志           ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ             大学（3）15 男子 バタフライ  100m 一般

長谷川大輔           ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ          大学（3）16 男子 自由形  200m 一般

大学（3）17 男子 自由形  400m 一般

小野　　健           ｵﾉ ﾀｹﾙ               大学（2）18 男子 個人メドレー  200m 一般

大学（2）19 男子 個人メドレー  400m 一般

岩山　昂生           ｲﾜﾔﾏ ｺｳｾｲ            大学（1）20 男子 自由形  100m 一般

大学（1）21 男子 バタフライ   50m 一般

大学（1）22 男子 バタフライ  100m 一般

橘　　知毅           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ            大学（2）23 男子 バタフライ  100m 一般

服部　季輝           ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｷ             大学（2）24 男子 自由形  200m 一般

鵜飼夏也人           ｳｶｲ ｶﾔﾄ              大学（2）25 男子 自由形  200m 一般

大学（2）26 男子 自由形  400m 一般

大学（2）27 男子 バタフライ  200m 一般

原　　嘉一           ﾊﾗ ｶｲﾁ               大学（2）28 男子 自由形  100m 一般

大学（2）29 男子 自由形  200m 一般

大学（2）30 男子 自由形  400m 一般

西村　祐輝           ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ             大学（1）31 男子 自由形  100m 一般

大学（1）32 男子 自由形  200m 一般

甲谷　直希           ｺｳﾀﾆ ﾅｵｷ             大学（1）33 男子 バタフライ   50m 一般

大学（1）34 男子 バタフライ  100m 一般

清水　真人           ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ             大学（1）35 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）36 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）37 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡本　開登           ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ             大学（1）38 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）39 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡村　　翼           ｵｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ            大学（1）40 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）41 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山本　紗希           ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ              大学（1）42 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）43 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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50007
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫川女子大
性別: 申込種目:

野田　彩夏           ﾉﾀﾞ ｱﾔｶ              大学（3）1 女子 自由形   50m 一般

大学（3）2 女子 自由形  100m 一般

濱田　　純           ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ            大学（3）3 女子 自由形   50m 一般

大学（3）4 女子 自由形  400m 一般

山本　梨沙           ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ              大学（3）5 女子 自由形  400m 一般

大学（3）6 女子 自由形  800m 一般

鎌田　憂希           ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ             大学（3）7 女子 自由形  100m 一般

大学（3）8 女子 個人メドレー  200m 一般

後藤　千夏           ｺﾞﾄｳ ﾁｶ              大学（2）9 女子 自由形  100m 一般

大学（2）10 女子 自由形  200m 一般

山下　明里           ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾘ             大学（2）11 女子 自由形  100m 一般

大学（2）12 女子 自由形  200m 一般

平礒　彩花           ﾋﾗｲｿ ｱﾔｶ             大学（2）13 女子 自由形  400m 一般

大学（2）14 女子 自由形  800m 一般

中村　光希           ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ            大学（2）15 女子 自由形  200m 一般

大学（2）16 女子 背泳ぎ  100m 一般

和田奈伎紗           ﾜﾀﾞ ﾅｷﾞｻ             大学（2）17 女子 平泳ぎ  100m 一般

脇元　　優           ﾜｷﾓﾄ ﾕｳ              大学（1）18 女子 バタフライ  100m 一般

大学（1）19 女子 バタフライ  200m 一般

長　佑佳子           ﾁｮｳ ﾕｶｺ              大学（1）20 女子 バタフライ  100m 一般

大学（1）21 女子 バタフライ  200m 一般

岡野　未来           ｵｶﾉ ﾐｸ               大学（1）22 女子 背泳ぎ  100m 一般

大学（1）23 女子 背泳ぎ  200m 一般

安岡　亜美           ﾔｽｵｶ ｱﾐ              大学（1）24 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）25 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

芳田　麻緒           ﾖｼﾀﾞ ﾏｵ              大学（1）26 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）27 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

50008
氏名: カナ: 学校:No.:

甲南大学
性別: 申込種目:

藤本　悠介           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ           大学（3）1 男子 自由形  100m 一般

大学（3）2 男子 自由形  200m 一般

清水　一輝           ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ            大学（3）3 男子 自由形  200m 一般

古畑　海里           ﾌﾙﾊﾀ ｶｲﾘ             大学（3）4 男子 自由形   50m 一般

大学（3）5 男子 背泳ぎ   50m 一般

古賀　健太           ｺｶﾞ ｹﾝﾀ              大学（1）6 男子 自由形   50m 一般
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50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大学
性別: 申込種目:

松本　宗士           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ             大学（3）1 男子 自由形  400m 一般

大学（3）2 男子 自由形 1500m 一般

石富　　凌           ｲｼﾄﾐ ﾘｮｳ             大学（2）3 男子 個人メドレー  200m 一般

大学（2）4 男子 個人メドレー  400m 一般

牧野　光樹           ﾏｷﾉ ｺｳｷ              大学（2）5 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（2）6 男子 背泳ぎ  200m 一般

幸島　健人           ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ             大学（1）7 男子 バタフライ   50m 一般

大学（1）8 男子 バタフライ  100m 一般

潮崎　菜月           ｼｵｻﾞｷ ﾅﾂｷ            大学（3）9 女子 自由形  100m 一般

大学（3）10 女子 自由形  400m 一般

高橋　未帆           ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ              大学（3）11 女子 背泳ぎ  100m 一般

大学（3）12 女子 背泳ぎ  200m 一般

50021
氏名: カナ: 学校:No.:

同志社大学
性別: 申込種目:

太田　将彰           ｵｵﾀ ﾏｻｱｷ             大学（2）1 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（2）2 男子 平泳ぎ  200m 一般

50022
氏名: カナ: 学校:No.:

天理大学
性別: 申込種目:

楠　　朋也           ｸｽﾉｷ ﾄﾓﾔ             大学（4）1 男子 背泳ぎ   50m 一般

大学（4）2 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（4）3 男子 個人メドレー  200m 一般

森川　晴仁           ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾄ             大学（4）4 男子 自由形  200m 一般

公門　和輝           ｸﾓﾝ ｶｽﾞｷ             大学（3）5 男子 自由形 1500m 一般

大学（3）6 男子 バタフライ  200m 一般

金築　宗平           ｶﾈﾂｷ ｼｭｳﾍｲ           大学（1）7 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）8 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

川内　恵理           ｶﾜｳﾁ ｴﾘ              大学（4）9 女子 背泳ぎ  100m 一般

大学（4）10 女子 バタフライ  200m 一般

松井　みゆ           ﾏﾂｲ ﾐﾕ               大学（2）11 女子 自由形  800m 一般

大学（2）12 女子 バタフライ   50m 一般

佐原　実穂           ｻﾊﾗ ﾐﾎ               大学（1）13 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）14 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）15 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大学
性別: 申込種目:

原　　健斗           ﾊﾗ ｹﾝﾄ               大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m 一般

山﨑　龍朗           ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ           大学（3）2 男子 自由形   50m 一般

大学（3）3 男子 自由形  100m 一般

仲埜　光裕           ﾅｶﾉ ﾐﾂﾋﾛ             大学（3）4 男子 自由形  100m 一般

大学（3）5 男子 自由形  200m 一般

大学（3）6 男子 自由形  400m 一般

大黒　卓哉           ｵｵｸﾛ ﾀｸﾔ             大学（2）7 男子 自由形  200m 一般

大学（2）8 男子 背泳ぎ  100m 一般

宮本麟太郎           ﾐﾔﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ           大学（1）9 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（1）10 男子 平泳ぎ  100m 一般

嶋本　和政           ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ           大学（2）11 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（2）12 男子 平泳ぎ  100m 一般

笹田　拓志           ｻｻﾀﾞ ﾀｸｼﾞ            大学（2）13 男子 自由形  200m 一般

大学（2）14 男子 平泳ぎ  100m 一般

長塩　佳典           ﾅｶﾞｼｵ ﾖｼﾉﾘ           大学（1）15 男子 背泳ぎ  200m 一般

井田　育城           ｲﾀﾞ ﾔｽｷ              大学（1）16 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森　　一馬           ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ              大学（1）17 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）18 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

久保　勇登           ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ              大学（1）19 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）20 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

馬場　宏子           ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｺ             大学（4）21 女子 平泳ぎ  100m 一般

宮尾真彩子           ﾐﾔｵ ﾏｱｺ              大学（4）22 女子 自由形  100m 一般

大学（4）23 女子 平泳ぎ  100m 一般

鳥居　也裟           ﾄﾘｲ ｱﾘｻ              大学（3）24 女子 自由形  400m 一般

大学（3）25 女子 自由形  800m 一般

杉田　恵美           ｽｷﾞﾀ ｴﾐ              大学（2）26 女子 自由形   50m 一般

大学（2）27 女子 自由形  100m 一般

50030
氏名: カナ: 学校:No.:

立命館大学
性別: 申込種目:

八木　良樹           ﾔｷﾞ ﾖｼｷ              大学（4）1 男子 自由形  100m 一般

大学（4）2 男子 バタフライ  100m 一般

松浦麻也加           ﾏﾂｳﾗ ﾏﾔｶ             大学（3）3 女子 平泳ぎ  100m 一般

大学（3）4 女子 平泳ぎ  200m 一般

坂井　友紀           ｻｶｲ ﾕｷ               大学（2）5 女子 自由形  100m 一般

50058
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸女子大学
性別: 申込種目:

大崎理加菜           ｵｵｻｷ ﾘｶﾅ             大学（1）1 女子 平泳ぎ   50m 一般

大学（1）2 女子 平泳ぎ  100m 一般

金納　美海           ｶﾉｳ ﾐｳﾐ              大学（1）3 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）4 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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50059
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪経済大学
性別: 申込種目:

廣島　康太           ﾋﾛｼﾏ ｺｳﾀ             大学（4）1 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（4）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

新田　主税           ﾆｯﾀ ﾁｶﾗ              大学（4）3 男子 自由形   50m 一般

大学（4）4 男子 自由形  100m 一般

谷本　陽哉           ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙﾔ             大学（3）5 男子 自由形  100m 一般

大学（3）6 男子 自由形  200m 一般

三宅　雄太           ﾐﾔｹ ﾕｳﾀ              大学（2）7 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（2）8 男子 平泳ぎ  100m 一般

金山　強起           ｶﾅﾔﾏ ｱﾂｷ             大学（2）9 男子 自由形  200m 一般

50090
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸高専 大
性別: 申込種目:

宮脇　敦大           ﾐﾔﾜｷ ｱﾂﾋﾛ            大学（2）1 男子 自由形  100m 一般

大宮　悠希           ｵｵﾐﾔ ﾕｳｷ             大学（1）2 男子 自由形   50m 一般

大学（1）3 男子 自由形  100m 一般

佐伯　俊輔           ｻｴｷ ｼｭﾝｽｹ            大学（1）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大学（1）5 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

仙石　敦也           ｾﾝｺﾞｸ ｱﾂﾔ            大学（1）6 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

矢能　章禎           ﾔﾉｳ ｱｷﾖｼ             大学（1）7 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森岡　伸悟           ﾓﾘｵｶ ｼﾝｺﾞ            大学（1）8 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

内村伊佐爾           ｳﾁﾑﾗ ｲｻﾐ             大学（1）9 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

川上　莉穂           ｶﾜｶﾐ ﾘﾎ              大学（2）10 女子 平泳ぎ   50m 一般

大学（2）11 女子 平泳ぎ  100m 一般

木村　星香           ｷﾑﾗ ｾｲｶ              大学（1）12 女子 自由形  100m 一般

大学（1）13 女子 バタフライ   50m 一般

大学（1）14 女子 個人メドレー  200m 一般

50093
氏名: カナ: 学校:No.:

びわこ成蹊大
性別: 申込種目:

番園　雅矢           ﾊﾞﾝｿﾞﾉ ﾏｻﾔ           大学（3）1 男子 バタフライ  100m 一般

大学（3）2 男子 バタフライ  200m 一般

勇内　塁揮           ﾕｳﾁ ﾙｲｷ              大学（1）3 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（1）4 男子 個人メドレー  200m 一般

大学（1）5 男子 個人メドレー  400m 一般

岡崎　　渚           ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ           大学（1）6 女子 自由形   50m 一般

大学（1）7 女子 自由形  100m 一般

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大学
性別: 申込種目:

岡田　真衣           ｵｶﾀﾞ ﾏｲ              大学（3）1 女子 平泳ぎ  100m 一般

則正茉奈果           ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ             大学（3）2 女子 自由形   50m 一般

大学（3）3 女子 自由形  100m 一般

51009
氏名: カナ: 学校:No.:

広島大学
性別: 申込種目:

西畑　和輝           ﾆｼﾊﾀ ｶｽﾞｷ            大学（3）1 男子 自由形   50m 一般

大学（3）2 男子 バタフライ   50m 一般
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71001
氏名: カナ: 学校:No.:

西帰浦市
性別: 申込種目:

Kim byan chan Kim byan chan 一般1 男子 背泳ぎ  200m 無差別

一般2 男子 バタフライ  200m 無差別

Jeone jeone soo Jeone jeone soo 一般3 男子 自由形  200m 無差別

一般4 男子 自由形  400m 無差別

Yun seok hwan Yun seok hwan 一般5 男子 自由形  200m 無差別

一般6 男子 バタフライ  100m 無差別

Choi jae hyoug Choi jae hyoug 一般7 男子 自由形   50m 無差別

一般8 男子 自由形  100m 無差別

Kim su yeon Kim su yeon 中学（3）9 女子 自由形   50m 無差別

中学（3）10 女子 自由形  100m 無差別

71002
氏名: カナ: 学校:No.:

済州市
性別: 申込種目:

Park Nari Park Nari 一般1 女子 自由形  100m 無差別

一般2 女子 自由形  200m 無差別

Hwang seu jin Hwang seu jin 一般3 女子 自由形   50m 無差別

一般4 女子 バタフライ   50m 無差別

Ham chan mi Ham chan mi 一般5 女子 背泳ぎ  100m 無差別

一般6 女子 背泳ぎ  200m 無差別

Jung you in Jung you in 一般7 女子 自由形  200m 無差別

一般8 女子 自由形  400m 無差別

Kim hye jin Kim hye jin 一般9 女子 平泳ぎ   50m 無差別

一般10 女子 平泳ぎ  100m 無差別

Kim hye rim Kim hye rim 一般11 女子 バタフライ  200m 無差別

一般12 女子 個人メドレー  200m 無差別

Ko su min Ko su min 一般13 女子 背泳ぎ   50m 無差別

一般14 女子 背泳ぎ  100m 無差別
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