
第1回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28086
氏名: カナ: 学校:No.:

大久保中学
性別: 申込種目:

水田　怜佑           ﾐｽﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ           中学（3）1 男子 自由形  100m 14才

橋本　総太           ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ             中学（3）2 男子 自由形   50m 14才

中学（3）3 男子 自由形  100m 14才

大村　真志           ｵｵﾑﾗ ｼﾝｼﾞ            中学（2）4 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）5 男子 平泳ぎ  100m 14才

佐々木俊祐           ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ            中学（2）6 男子 自由形   50m 14才

中学（2）7 男子 自由形  100m 14才

藤原　優真           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾏ            中学（2）8 男子 バタフライ   50m 14才

中学（2）9 男子 バタフライ  100m 14才

横川　　岳           ﾖｺｶﾞﾜ ｶﾞｸ            中学（2）10 男子 背泳ぎ   50m 13才

中学（2）11 男子 背泳ぎ  100m 13才

木村　唯人           ｷﾑﾗ ﾕｲﾄ              中学（2）12 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）13 男子 個人メドレー  200m 13才

十都　将太           ﾄｿ ｼｮｳﾀ              中学（1）14 男子 平泳ぎ   50m 13才

藤原　裕生           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ            中学（1）15 男子 自由形   50m 12才

大野なな実           ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ              中学（3）16 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）17 女子 自由形  100m 15･16才

今岡　綾音           ｲﾏｵｶ ｱﾔﾈ             中学（2）18 女子 バタフライ   50m 14才

中学（2）19 女子 バタフライ  100m 14才

鉛口　未来           ｶﾅｸﾞﾁ ﾐｸ             中学（2）20 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）21 女子 平泳ぎ  100m 14才

尾﨑　加奈           ｵｻｷ ｶﾅ               中学（2）22 女子 自由形   50m 14才

中学（2）23 女子 自由形  100m 14才

岸上　真珠           ｷｼｶﾞﾐ ﾏｺﾄ            中学（2）24 女子 自由形   50m 13才

中学（2）25 女子 自由形  100m 13才

藤田　悠愛           ﾌｼﾞﾀ ﾕｱ              中学（2）26 女子 自由形   50m 13才

中学（2）27 女子 自由形  100m 13才

野村　　楓           ﾉﾑﾗ ｶｴﾃﾞ             中学（1）28 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）29 女子 平泳ぎ  100m 13才

尾西　　彩           ｵﾆｼ ｱﾔ               中学（1）30 女子 自由形   50m 12才

中学（1）31 女子 自由形  100m 12才
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28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別: 申込種目:

西垣　祐輝           ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ            中学（3）1 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

日置　　凌           ﾋｵｷ ﾘｮｳ              中学（2）2 男子 自由形  100m 14才

小野　幹太           ｵﾉ ｶﾝﾀ               中学（1）3 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）4 男子 個人メドレー  200m 13才

加谷　幹登           ｶﾔ ﾐｷﾄ               中学（1）5 男子 バタフライ  100m 13才

吉岡　大成           ﾖｼｵｶ ﾀｲｾｲ            中学（1）6 男子 バタフライ  100m 13才

兼藤　佑真           ｶﾈﾌｼﾞ ﾕｳﾏ            小学（6）7 男子 自由形   50m 12才

小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 12才

馬場　冬真           ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ            小学（6）9 男子 個人メドレー  200m 12才

佐藤　英次           ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ             小学（6）10 男子 自由形   50m 11才

小学（6）11 男子 背泳ぎ   50m 11才

小澤　大地           ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ            小学（5）12 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）13 男子 背泳ぎ  100m 11才

大山　起瑠           ｵｵﾔﾏ ｷﾘｭｳ            小学（5）14 男子 自由形   50m 10才

小学（5）15 男子 自由形  100m 10才

野々村恭乙           ﾉﾉﾑﾗ ﾕｷﾄ             小学（4）16 男子 自由形   50m 10才

小学（4）17 男子 個人メドレー  200m 10才

伊藤虹太朗           ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ            小学（4）18 男子 自由形   50m 10才

小学（4）19 男子 バタフライ   50m 10才

南殿　康喜           ﾅﾝﾃﾞﾝ ｺｳｷ            小学（4）20 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）21 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

坂原　千空           ｻｶﾊﾗ ﾁｿﾗ             小学（3）22 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）23 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

伊藤　息吹           ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ             小学（3）24 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）25 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

鳴瀬　　朗           ﾅﾙｾ ﾄｷ               小学（3）26 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）27 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

松山　拓幹           ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ             小学（2）28 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）29 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

馬場　ゆき           ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ              中学（2）30 女子 個人メドレー  200m 13才

細川　　栞           ﾎｿｶﾜ ｼｵﾘ             小学（6）31 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）32 女子 平泳ぎ  100m 12才

藤本　祥花           ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ            小学（5）33 女子 自由形   50m 11才

小学（5）34 女子 背泳ぎ  100m 11才

大本　歩花           ｵｵﾓﾄ ﾎﾉｶ             小学（5）35 女子 自由形   50m 11才

小学（5）36 女子 バタフライ   50m 11才

黒木　優愛           ｸﾛｷ ﾕｳｱ              小学（5）37 女子 自由形   50m 11才

小学（5）38 女子 バタフライ   50m 11才

秋庭ひなた           ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ             小学（5）39 女子 自由形   50m 10才

小学（5）40 女子 自由形  100m 10才

石川　誠子           ｲｼｶﾜ ｾｲｺ             小学（4）41 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）42 女子 バタフライ   50m 9才以下

森田　愛実           ﾓﾘﾀ ﾏﾅﾐ              小学（3）43 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

鈴木　愛佳           ｽｽﾞｷ ｱｲｶ             小学（3）44 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）45 女子 バタフライ   50m 8才以下

石川　真子           ｲｼｶﾜ ﾏｺ              小学（2）46 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）47 女子 背泳ぎ   50m 8才以下
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28804
氏名: カナ: 学校:No.:

明石ＳＳ
性別: 申込種目:

金田　雄亮           ｷﾝﾀ ﾕｳｽｹ             中学（3）1 男子 自由形   50m 14才

須田　一帆           ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾎ             中学（2）2 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）3 男子 背泳ぎ  100m 14才

福岡　　翼           ﾌｸｵｶ ﾂﾊﾞｻ            中学（2）4 男子 自由形   50m 13才

中学（2）5 男子 バタフライ  100m 13才

立花　彩翔           ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔﾄ            中学（2）6 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）7 男子 個人メドレー  200m 13才

藤田　修平           ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ           中学（2）8 男子 自由形   50m 13才

中学（2）9 男子 自由形  100m 13才

盛山　　遼           ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ             中学（2）10 男子 バタフライ  100m 13才

中学（2）11 男子 個人メドレー  200m 13才

古賀慎ノ介           ｺｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ            中学（2）12 男子 自由形   50m 13才

三宅　啓介           ﾐﾔｹ ｹｲｽｹ             小学（6）13 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）14 男子 バタフライ  100m 12才

泉　　昂志           ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ             小学（6）15 男子 自由形  100m 12才

小学（6）16 男子 平泳ぎ  100m 12才

渡邊　洸輝           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ            小学（6）17 男子 背泳ぎ  100m 11才

小学（6）18 男子 個人メドレー  200m 11才

中江　悠太           ﾅｶｴ ﾕｳﾀ              小学（6）19 男子 自由形   50m 11才

小学（6）20 男子 平泳ぎ   50m 11才

金田　晃亮           ｷﾝﾀ ｺｳｽｹ             小学（6）21 男子 自由形   50m 11才

小学（6）22 男子 背泳ぎ   50m 11才

松岡　健太           ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ             小学（5）23 男子 自由形   50m 10才

小学（5）24 男子 バタフライ   50m 10才

惣輪　　温           ｿﾜ ｱﾂｷ               小学（4）25 男子 バタフライ  100m 9才以下

小学（4）26 男子 個人メドレー  200m 9才以下

山口　　匠           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾏ            小学（4）27 男子 自由形   50m 9才以下

松岡　颯人           ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ             小学（3）28 男子 自由形   50m 9才以下

今川　愛子           ｲﾏｶﾞﾜ ｱｲｺ            中学（3）29 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）30 女子 個人メドレー  200m 15･16才

木村　天美           ｷﾑﾗ ｱﾐ               中学（3）31 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（3）32 女子 平泳ぎ  100m 14才

横山　玲奈           ﾖｺﾔﾏ ﾚﾅ              中学（3）33 女子 個人メドレー  200m 14才

中村　仁姫           ﾅｶﾑﾗ ﾆｷ              中学（2）34 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）35 女子 個人メドレー  200m 14才

藤田　美優           ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ              小学（5）36 女子 自由形   50m 10才

小学（5）37 女子 背泳ぎ   50m 10才

渡邊　莉咲           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻｷ            小学（4）38 女子 自由形  100m 10才

小学（4）39 女子 個人メドレー  200m 10才

早川　果南           ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾅ             小学（4）40 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）41 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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28813
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ甲南山手
性別: 申込種目:

東原　航太           ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺｳﾀ           小学（5）1 男子 自由形   50m 10才

小学（5）2 男子 自由形  100m 10才

松村　幸音           ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾈ             小学（6）3 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）4 女子 背泳ぎ  100m 11才

井上　　奏           ｲﾉｳｴ ｿｳ              小学（3）5 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）6 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別: 申込種目:

赤穂　泰斗           ｱｺｳ ﾋﾛﾄ              中学（3）1 男子 自由形   50m 14才

中学（3）2 男子 自由形  100m 14才

岡部　圭哉           ｵｶﾍﾞ ｹｲﾔ             中学（2）3 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）4 男子 平泳ぎ  100m 14才

川崎　充哉           ｶﾜｻｷ ｱﾂﾔ             中学（2）5 男子 自由形   50m 13才

中学（2）6 男子 自由形  100m 13才

鳴尾　夢月           ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ              中学（1）7 男子 自由形   50m 12才

中学（1）8 男子 自由形  100m 12才

日浦　悠人           ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ              中学（1）9 男子 自由形   50m 12才

中学（1）10 男子 自由形  100m 12才

上山　隆成           ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ           中学（1）11 男子 自由形   50m 12才

中学（1）12 男子 自由形  100m 12才

鈴木洸之介           ｽｽﾞｷ ｺｳﾉｽｹ           小学（6）13 男子 自由形   50m 11才

小学（6）14 男子 自由形  100m 11才

吉野　倖平           ﾖｼﾉ ｺｳﾍｲ             小学（5）15 男子 自由形   50m 10才

小学（5）16 男子 自由形  100m 10才

堀野　正太           ﾎﾘﾉ ｼｮｳﾀ             小学（4）17 男子 自由形   50m 10才

小学（4）18 男子 背泳ぎ   50m 10才

北　　遼音           ｷﾀ ﾊﾙﾄ               小学（3）19 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）20 男子 個人メドレー  200m 9才以下

岩月　優吾           ｲﾜﾂｷ ﾕｳｺﾞ            小学（3）21 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）22 男子 バタフライ   50m 9才以下

尾﨑　大翔           ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ             小学（2）23 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）24 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

檜山　晴帆           ﾋﾔﾏ ﾊﾙﾎ              中学（3）25 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）26 女子 個人メドレー  200m 15･16才

広瀬　優香           ﾋﾛｾ ﾕｳｶ              中学（2）27 女子 自由形  100m 14才

中学（2）28 女子 個人メドレー  200m 14才

森田　茜梨           ﾓﾘﾀ ｱｶﾘ              中学（2）29 女子 自由形   50m 13才

中学（2）30 女子 背泳ぎ  100m 13才

増谷　涼未           ﾏｽﾀﾆ ｽｽﾞﾐ            中学（1）31 女子 自由形   50m 12才

中学（1）32 女子 自由形  100m 12才

山本　英穂           ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ             中学（1）33 女子 自由形  100m 12才

中学（1）34 女子 背泳ぎ  100m 12才

畑佐　真悠           ﾊﾀｻ ﾏﾅﾊ              小学（6）35 女子 自由形   50m 12才

小学（6）36 女子 バタフライ   50m 12才

濵口　　暁           ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ            小学（6）37 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）38 女子 平泳ぎ  100m 12才

沖山　七菜           ｵｷﾔﾏ ﾅﾅ              小学（6）39 女子 自由形   50m 12才

小学（6）40 女子 自由形  100m 12才

森田　美友           ﾓﾘﾀ ﾐﾕ               小学（6）41 女子 自由形   50m 11才

小学（6）42 女子 バタフライ   50m 11才

黒佐なつみ           ｸﾛｻ ﾅﾂﾐ              小学（5）43 女子 自由形   50m 11才

小学（5）44 女子 自由形  100m 11才

吉村　安珠           ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ            小学（5）45 女子 自由形   50m 11才

小学（5）46 女子 バタフライ   50m 11才

奥　　陽菜           ｵｸ ﾊﾙﾅ               小学（5）47 女子 自由形   50m 11才

小学（5）48 女子 自由形  100m 11才

上山　彩花           ｳｴﾔﾏ ｱﾔｶ             小学（5）49 女子 自由形   50m 11才
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上山　彩花           ｳｴﾔﾏ ｱﾔｶ             小学（5）50 女子 個人メドレー  200m 11才

森田　彩乃           ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ              小学（5）51 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）52 女子 平泳ぎ  100m 11才

中田　　海           ﾅｶﾀ ｳﾐ               小学（5）53 女子 自由形   50m 10才

小学（5）54 女子 バタフライ   50m 10才

松岡　夢葉           ﾏﾂｵｶ ﾕﾒﾊ             小学（5）55 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）56 女子 背泳ぎ  100m 10才

惣田　桃菜           ｿｳﾀﾞ ﾓﾓﾅ             小学（5）57 女子 自由形   50m 10才

小学（5）58 女子 個人メドレー  200m 10才

小田　　華           ｵﾀﾞ ﾊﾅ               小学（5）59 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）60 女子 背泳ぎ  100m 10才

清田　　陽           ｷﾖﾀ ﾐﾅﾐ              小学（4）61 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）62 女子 自由形  100m 9才以下

吉田　　凜           ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ              小学（4）63 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）64 女子 バタフライ   50m 9才以下

西川　真央           ﾆｼｶﾜ ﾏｵ              小学（3）65 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）66 女子 バタフライ   50m 9才以下

増田　珠悠           ﾏｽﾀﾞ ﾐﾕｳ             小学（3）67 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）68 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

土井　千智           ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ              小学（3）69 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）70 女子 バタフライ   50m 9才以下

中田　小雪           ﾅｶﾀ ｺﾕｷ              小学（3）71 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）72 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

畑中　穂実           ﾊﾀﾅｶ ﾎﾉﾐ             小学（2）73 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）74 女子 バタフライ   50m 8才以下

魚井リナル           ｳｵｲ ﾘﾅﾙ              小学（2）75 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）76 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

西嶋　咲羽           ﾆｼｼﾞﾏ ｻﾜ             小学（2）77 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）78 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

見浪　真美           ﾐﾅﾐ ﾏﾐ               小学（2）79 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）80 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

野村　芽生           ﾉﾑﾗ ﾒｲ               小学（1）81 女子 自由形   50m 8才以下

小学（1）82 女子 背泳ぎ   50m 8才以下
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28816
氏名: カナ: 学校:No.:

S･ﾊﾟﾃｨｵ
性別: 申込種目:

柳本　莉空           ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾘｸ            中学（1）1 男子 自由形  100m 13才

中学（1）2 男子 バタフライ   50m 13才

上岡　颯太           ｶﾐｵｶ ｿｳﾀ             小学（6）3 男子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）4 男子 個人メドレー  200m 12才

小俣　　楓           ｵﾏﾀ ｶｴﾃﾞ             小学（6）5 男子 自由形   50m 12才

小学（6）6 男子 背泳ぎ  100m 12才

卯野　諒成           ｳﾉ ﾘｮｳｾｲ             小学（6）7 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）8 男子 平泳ぎ  100m 11才

宮崎　　樹           ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾂｷ            小学（5）9 男子 自由形   50m 10才

小学（5）10 男子 自由形  100m 10才

森脇　　陸           ﾓﾘﾜｷ ﾘｸ              小学（5）11 男子 自由形   50m 10才

小学（5）12 男子 背泳ぎ  100m 10才

吉野　恭平           ﾖｼﾉ ｷｮｳﾍｲ            小学（4）13 男子 自由形  100m 9才以下

小学（4）14 男子 個人メドレー  200m 9才以下

泉　　結智           ｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ             小学（3）15 男子 自由形  100m 9才以下

小学（3）16 男子 バタフライ   50m 9才以下

井上　志吹           ｲﾉｳｴ ｼﾌﾞｷ            小学（2）17 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）18 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

森岡　丈尋           ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ            小学（2）19 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）20 男子 個人メドレー  200m 8才以下

上岡　凌太           ｶﾐｵｶ ﾘｮｳﾀ            小学（2）21 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

小学（2）22 男子 背泳ぎ  100m 8才以下

大堀　周生           ｵｵﾎﾘ ｼｭｳ             小学（1）23 男子 自由形  100m 8才以下

小学（1）24 男子 平泳ぎ  100m 8才以下

藤本　理子           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｺ             中学（2）25 女子 自由形   50m 13才

中学（2）26 女子 自由形  100m 13才

松下　陽葵           ﾏﾂｼﾀ ﾋﾅﾀ             小学（6）27 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）28 女子 バタフライ   50m 12才

加納　世羅           ｶﾉｳ ｾﾗ               小学（5）29 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）30 女子 個人メドレー  200m 11才

三浦さくら           ﾐｳﾗ ｻｸﾗ              小学（5）31 女子 自由形   50m 11才

小学（5）32 女子 平泳ぎ   50m 11才

高柳　涼凪           ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞﾅ          小学（5）33 女子 自由形   50m 11才

小学（5）34 女子 平泳ぎ   50m 11才

大濵　心花           ｵｵﾊﾏ ｻﾈｶ             小学（5）35 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）36 女子 背泳ぎ  100m 11才

高谷　香帆           ﾀｶﾔ ｶﾎ               小学（5）37 女子 自由形  100m 10才

小学（5）38 女子 個人メドレー  200m 10才

長島　佳暖           ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾉﾝ            小学（4）39 女子 自由形   50m 10才

小学（4）40 女子 バタフライ   50m 10才

井上　茅利           ｲﾉｳｴ ｶﾔﾘ             小学（4）41 女子 自由形   50m 10才

小学（4）42 女子 バタフライ   50m 10才

井村　珠樹           ｲﾑﾗ ﾀﾏｷ              小学（4）43 女子 自由形  100m 10才

小学（4）44 女子 平泳ぎ  100m 10才
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28819
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ明石
性別: 申込種目:

近藤　巧斗           ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ            中学（1）1 男子 自由形   50m 13才

中学（1）2 男子 自由形  100m 13才

北村　杏純           ｷﾀﾑﾗ ｱｽﾞﾐ            小学（5）3 女子 自由形   50m 11才

小橋　花華           ｺﾊﾞｼ ﾊﾅｶ             小学（5）4 女子 自由形   50m 11才

竹中　春菜           ﾀｹﾅｶ ﾊﾙﾅ             小学（4）5 女子 自由形   50m 9才以下

寺本果英奈           ﾃﾗﾓﾄ ｶｴﾅ             小学（3）6 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）7 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

北村　優芽           ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ              小学（3）8 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）9 女子 平泳ぎ   50m 8才以下
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28821
氏名: カナ: 学校:No.:

BIG-S姫路
性別: 申込種目:

須藤　尚之           ｽﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ            中学（2）1 男子 自由形   50m 13才

中学（2）2 男子 平泳ぎ   50m 13才

縄田　大翔           ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ              中学（2）3 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 13才

中村　陸玖           ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ              中学（1）5 男子 自由形   50m 13才

中学（1）6 男子 自由形  100m 13才

大西　悠翔           ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ             中学（1）7 男子 自由形   50m 13才

中学（1）8 男子 バタフライ  100m 13才

三田　拓海           ｻﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ             小学（6）9 男子 自由形   50m 12才

小学（6）10 男子 自由形  100m 12才

中元　千隼           ﾅｶﾓﾄ ﾁﾊﾔ             小学（6）11 男子 自由形   50m 12才

小学（6）12 男子 バタフライ   50m 12才

稗田　凌吾           ﾋｴﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ           小学（6）13 男子 自由形  100m 11才

小学（6）14 男子 個人メドレー  200m 11才

飯冨　伊織           ｲｲﾄﾐ ｲｵﾘ             小学（5）15 男子 自由形   50m 11才

小学（5）16 男子 自由形  100m 11才

綱　朔太郎           ﾂﾅ ｻｸﾀﾛｳ             小学（5）17 男子 自由形   50m 11才

三浦　佑太           ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ              小学（5）18 男子 自由形   50m 11才

小学（5）19 男子 自由形  100m 11才

縄田　颯悟           ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ             小学（5）20 男子 背泳ぎ  100m 11才

小学（5）21 男子 個人メドレー  200m 11才

石丸　椋太           ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳﾀ            小学（5）22 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）23 男子 平泳ぎ  100m 11才

小川　大和           ｵｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ             小学（5）24 男子 バタフライ   50m 10才

小学（5）25 男子 個人メドレー  200m 10才

高田承太郎           ﾀｶﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ          小学（5）26 男子 バタフライ   50m 10才

小学（5）27 男子 バタフライ  100m 10才

北詰　大晟           ｷﾀﾂﾞﾒ ｵｵｾｲ           小学（3）28 男子 自由形   50m 9才以下

三田　啓介           ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ            小学（3）29 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）30 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

北野　元就           ｷﾀﾉ ﾓﾄﾅﾘ             小学（2）31 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）32 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

縄田　航希           ﾅﾜﾀ ｺｳｷ              小学（2）33 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）34 男子 個人メドレー  200m 8才以下

清水　楓日           ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ             中学（2）35 女子 バタフライ  100m 13才

中学（2）36 女子 個人メドレー  200m 13才

石丸　菜々           ｲｼﾏﾙ ﾅﾅ              中学（1）37 女子 自由形   50m 13才

中学（1）38 女子 自由形  100m 13才

石川　茶美           ｲｼｶﾜ ﾁｬﾐ             中学（1）39 女子 自由形  100m 12才

中学（1）40 女子 個人メドレー  200m 12才

安森　　葵           ﾔｽﾓﾘ ｱｵｲ             中学（1）41 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）42 女子 平泳ぎ  100m 12才

則直　和佳           ﾉﾘﾅｵ ﾜｶ              小学（6）43 女子 自由形   50m 12才

小学（6）44 女子 背泳ぎ   50m 12才

小川　　栞           ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ             小学（6）45 女子 自由形  100m 12才

小学（6）46 女子 バタフライ   50m 12才

北詰　葵衣           ｷﾀﾂﾞﾒ ｱｵｲ            小学（6）47 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）48 女子 個人メドレー  200m 12才

西垣　志保           ﾆｼｶﾞｷ ｼﾎ             小学（6）49 女子 自由形   50m 12才
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西垣　志保           ﾆｼｶﾞｷ ｼﾎ             小学（6）50 女子 自由形  100m 12才

中安　杏結           ﾅｶﾔｽ ｱﾕ              小学（5）51 女子 自由形   50m 11才

小学（5）52 女子 バタフライ   50m 11才

森　　杏香           ﾓﾘ ｷｮｳｶ              小学（3）53 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）54 女子 バタフライ   50m 8才以下

長谷川結菜           ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾅ            小学（3）55 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）56 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

清水　菜緒           ｼﾐｽﾞ ﾅｵ              小学（3）57 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）58 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

稗田かずみ           ﾋｴﾀﾞ ｶｽﾞﾐ            小学（2）59 女子 自由形   50m 8才以下
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28826
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩパール
性別: 申込種目:

南谷　研志           ﾐﾅﾐﾀﾆ ｹﾝｼ            中学（3）1 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 15･16才

星加龍之介           ﾎｼｶ ﾘｭｳﾉｽｹ           中学（3）3 男子 自由形   50m 14才

中学（3）4 男子 自由形  100m 14才

甲斐　秀輝           ｶｲ ﾋﾃﾞｷ              中学（2）5 男子 自由形  100m 13才

中学（2）6 男子 個人メドレー  200m 13才

上村　彪真           ｳｴﾑﾗ ﾋｮｳﾏ            中学（1）7 男子 自由形  100m 13才

中学（1）8 男子 個人メドレー  200m 13才

馬場凜太朗           ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ           中学（1）9 男子 自由形   50m 13才

中学（1）10 男子 自由形  100m 13才

上田　倭司           ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ             中学（1）11 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）12 男子 個人メドレー  200m 13才

南谷　泰志           ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾀｲｼ            中学（1）13 男子 自由形  100m 12才

中学（1）14 男子 個人メドレー  200m 12才

宇都宮大樹           ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀﾞｲｷ           小学（6）15 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）16 男子 個人メドレー  200m 11才

金子　護久           ｶﾈｺ ﾓﾘﾋｻ             小学（6）17 男子 自由形   50m 11才

小学（6）18 男子 個人メドレー  200m 11才

上村　樹輝           ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭｷ            小学（6）19 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）20 男子 平泳ぎ  100m 11才

神谷　優輝           ｶﾐﾔ ﾕｳｷ              小学（4）21 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）22 男子 バタフライ   50m 9才以下

村上　徹平           ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ           小学（4）23 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）24 男子 個人メドレー  200m 9才以下

上枝　寛士           ｳｴｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ           小学（4）25 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（4）26 男子 個人メドレー  200m 9才以下

鵜野　晃大           ｳﾉ ｺｳﾀ               小学（4）27 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）28 男子 個人メドレー  200m 9才以下

勝部　　悠           ｶﾂﾍﾞ ﾕｳ              小学（3）29 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）30 男子 個人メドレー  200m 9才以下

平松　雪乃           ﾋﾗﾏﾂ ﾕｷﾉ             中学（1）31 女子 自由形   50m 12才

中学（1）32 女子 自由形  100m 12才

桂　　涼羽           ｶﾂﾗ ｽｽﾞﾊ             小学（6）33 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）34 女子 バタフライ  100m 12才

神谷　優月           ｶﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ             小学（6）35 女子 自由形   50m 11才

小学（6）36 女子 自由形  100m 11才

林　　玲菜           ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ              小学（5）37 女子 自由形  100m 10才

小学（5）38 女子 個人メドレー  200m 10才

國森　彩咲           ｸﾆﾓﾘ ｱﾔｻ             小学（4）39 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）40 女子 個人メドレー  200m 10才

金子　紗弓           ｶﾈｺ ｻﾕﾐ              小学（4）41 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）42 女子 バタフライ   50m 9才以下

國森　芽咲           ｸﾆﾓﾘ ﾒｲｻ             小学（3）43 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）44 女子 バタフライ   50m 9才以下

桂　　羽音           ｶﾂﾗ ﾊﾉﾝ              小学（3）45 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）46 女子 個人メドレー  200m 9才以下

島　　芽衣           ｼﾏ ﾒｲ                小学（2）47 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）48 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

國森　好奏           ｸﾆﾓﾘ ｺﾉｶ             小学（2）49 女子 自由形   50m 8才以下
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國森　好奏           ｸﾆﾓﾘ ｺﾉｶ             小学（2）50 女子 バタフライ   50m 8才以下

28828
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ本山
性別: 申込種目:

田附遼太郎           ﾀﾂﾞｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ          中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

山本　幸輝           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ             中学（1）2 男子 自由形   50m 12才

中学（1）3 男子 自由形  100m 12才

清水　大輔           ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ           小学（5）4 男子 自由形   50m 11才

小学（5）5 男子 バタフライ   50m 11才

伊東　侑哉           ｲﾄｳ ﾕｳﾔ              小学（5）6 男子 自由形   50m 11才

小学（5）7 男子 背泳ぎ   50m 11才

山本　大智           ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ            小学（4）8 男子 自由形   50m 10才

小学（4）9 男子 個人メドレー  200m 10才

知念　　翼           ﾁﾈﾝ ﾂﾊﾞｻ             小学（4）10 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）11 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

岩木　朱乃           ｲﾜｷ ｱｹﾉ              中学（2）12 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）13 女子 平泳ぎ  100m 14才

花田　真思           ﾊﾅﾀﾞ ﾏｺﾄ             中学（2）14 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）15 女子 バタフライ  100m 13才

大庭　海有           ｵｵﾊﾞ ﾐｳ              中学（1）16 女子 自由形   50m 13才

中学（1）17 女子 バタフライ   50m 13才

荒木　美優           ｱﾗｷ ﾐﾕ               中学（1）18 女子 自由形   50m 13才

中学（1）19 女子 自由形  100m 13才

小阪　愛音           ｺｻｶ ｱﾏﾈ              中学（1）20 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）21 女子 平泳ぎ  100m 13才

髙須賀美紅           ﾀｶｽｶ ﾐｸ              中学（1）22 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）23 女子 バタフライ   50m 13才

北岸　小春           ｷﾀｷﾞｼ ｺﾊﾙ            小学（6）24 女子 自由形   50m 12才

小学（6）25 女子 背泳ぎ   50m 12才

原田　七海           ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ             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

石金和花菜           ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ             小学（6）28 女子 自由形   50m 12才

小学（6）29 女子 バタフライ   50m 12才

松田　沙希           ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ              小学（6）30 女子 自由形   50m 11才

小学（6）31 女子 自由形  100m 11才

谷山　桜子           ﾀﾆﾔﾏ ｻｸﾗｺ            小学（6）32 女子 自由形   50m 11才

小学（6）33 女子 背泳ぎ   50m 11才

山元　悠郁           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ             小学（5）34 女子 自由形   50m 11才

小学（5）35 女子 バタフライ   50m 11才

松本　涼音           ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ            小学（5）36 女子 自由形   50m 11才

小学（5）37 女子 背泳ぎ   50m 11才

森本　杏莉           ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝﾘ             小学（5）38 女子 自由形   50m 11才

小学（5）39 女子 平泳ぎ   50m 11才

岩田　　悠           ｲﾜﾀ ﾊﾙｶ              小学（4）40 女子 自由形   50m 10才

小学（4）41 女子 平泳ぎ   50m 10才

田川ナナミ           ﾀｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ             小学（4）42 女子 自由形  100m 10才

小学（4）43 女子 平泳ぎ   50m 10才

田中　　凜           ﾀﾅｶ ﾘﾝ               小学（4）44 女子 自由形  100m 9才以下

小学（4）45 女子 平泳ぎ   50m 9才以下
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28837
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＡ六甲道
性別: 申込種目:

林　　智信           ﾊﾔｼ ﾁｼﾝ              小学（6）1 男子 自由形   50m 11才

猪野　煌太           ｲﾉ ｺｳﾀ               小学（6）2 男子 自由形   50m 11才

山岡　寛海           ﾔﾏｵｶ ﾋﾛﾄ             小学（3）3 男子 自由形   50m 9才以下

難波　祐真           ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾏ             小学（3）4 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）5 男子 平泳ぎ  100m 8才以下

橋本　恵心           ﾊｼﾓﾄ ｹｲｼﾝ            小学（2）6 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）7 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

石川　　煌           ｲｼｶﾜ ｺｳ              小学（2）8 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）9 男子 バタフライ   50m 8才以下

内藤つばき           ﾅｲﾄｳ ﾂﾊﾞｷ            小学（3）10 女子 バタフライ   50m 8才以下

小学（3）11 女子 バタフライ  100m 8才以下

得能　　楓           ﾄｸﾉｳ ｶｴﾃﾞ            小学（1）12 女子 自由形   50m 8才以下

小学（1）13 女子 バタフライ   50m 8才以下
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28840
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ
性別: 申込種目:

柳内雄一郎           ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ        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

坂本雄一郎           ｻｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ          中学（2）3 男子 自由形   50m 13才

中学（2）4 男子 自由形  100m 13才

山路　公晴           ﾔﾏｼﾞ ｷﾐﾊﾙ            中学（1）5 男子 自由形  100m 13才

金谷　悠良           ｶﾅﾔ ﾁｶﾗ              中学（1）6 男子 自由形   50m 12才

中学（1）7 男子 平泳ぎ   50m 12才

中島　光生           ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｾｲ           小学（5）8 男子 自由形   50m 11才

小学（5）9 男子 自由形  100m 11才

辻阪　昭弘           ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ           小学（5）10 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）11 男子 個人メドレー  200m 11才

神尾　侑杜           ｶﾐｵ ﾕｳﾄ              小学（5）12 男子 自由形   50m 11才

山本　健惺           ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｾｲ            小学（5）13 男子 自由形   50m 10才

小学（5）14 男子 背泳ぎ   50m 10才

西崎誉志久           ﾆｼｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ           小学（5）15 男子 自由形   50m 10才

小学（5）16 男子 背泳ぎ   50m 10才

山口　暖生           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ            小学（4）17 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）18 男子 自由形  100m 9才以下

芦田　悠太           ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ             小学（3）19 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）20 男子 バタフライ   50m 8才以下

兼井　陸成           ｶﾈｲ ﾘｸﾄ              小学（3）21 男子 自由形   50m 8才以下

瀧本遼太郎           ﾀｷﾓﾄ ﾁｮｳﾀﾛｳ          小学（3）22 男子 自由形   50m 8才以下

西田　晴香           ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙｶ             中学（2）23 女子 自由形  100m 14才

中学（2）24 女子 背泳ぎ  100m 14才

稲葉　優果           ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｶ             中学（2）25 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（2）26 女子 背泳ぎ  100m 13才

中島めぐみ           ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ           中学（2）27 女子 自由形  100m 13才

中学（2）28 女子 バタフライ  100m 13才

西崎万弥乃           ﾆｼｻﾞｷ ﾏﾔﾉ            中学（1）29 女子 自由形   50m 13才

中学（1）30 女子 自由形  100m 13才

山本　華寧           ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾈ             中学（1）31 女子 自由形   50m 12才

中学（1）32 女子 背泳ぎ   50m 12才

井口　陽菜           ｲｸﾞﾁ ﾋﾅ              中学（1）33 女子 自由形   50m 12才

中学（1）34 女子 バタフライ   50m 12才

大村　　渓           ｵｵﾑﾗ ｹｲ              中学（1）35 女子 自由形   50m 12才

中学（1）36 女子 バタフライ   50m 12才

梅﨑　実結           ｳﾒｻﾞｷ ﾐﾕ             小学（6）37 女子 自由形  100m 12才

小学（6）38 女子 個人メドレー  200m 12才

柳内　未怜           ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾐﾚｲ           小学（6）39 女子 自由形   50m 12才

高松わかば           ﾀｶﾏﾂ ﾜｶﾊﾞ            小学（6）40 女子 自由形   50m 11才

尾田　結彩           ｵﾀﾞ ﾕｱｻ              小学（5）41 女子 自由形   50m 10才

小学（5）42 女子 背泳ぎ   50m 10才

畑中　りこ           ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ              小学（5）43 女子 自由形   50m 10才

小学（5）44 女子 個人メドレー  200m 10才

西田　凜香           ﾆｼﾀﾞ ﾘﾝｶ             小学（5）45 女子 自由形   50m 10才

小学（5）46 女子 背泳ぎ   50m 10才

井村　凪瀬           ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ             小学（4）47 女子 自由形   50m 10才

小学（4）48 女子 平泳ぎ   50m 10才

林　　由奈           ﾊﾔｼ ﾕﾅ               小学（4）49 女子 自由形   50m 9才以下
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林　　由奈           ﾊﾔｼ ﾕﾅ               小学（4）50 女子 バタフライ   50m 9才以下

田村　朱里           ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ              小学（4）51 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）52 女子 自由形  100m 9才以下

辻阪　若菜           ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ            小学（3）53 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）54 女子 バタフライ   50m 9才以下

西尾　柚乃           ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ             小学（2）55 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）56 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

岩崎　心美           ｲﾜｻｷ ｺｺﾐ             小学（2）57 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）58 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

28845
氏名: カナ: 学校:No.:

西脇天神池
性別: 申込種目:

萩原　亮斗           ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾄ           中学（1）1 男子 自由形   50m 13才

中学（1）2 男子 背泳ぎ  100m 13才

松原　維敬           ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ          小学（4）3 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）4 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

中西　　想           ﾅｶﾆｼ ｺｺﾛ             中学（1）5 女子 自由形   50m 13才

中学（1）6 女子 バタフライ   50m 13才

中尾　美咲           ﾅｶｵ ﾐｻｷ              小学（6）7 女子 自由形   50m 12才

小学（6）8 女子 個人メドレー  200m 12才

西村　茂空           ﾆｼﾑﾗ ﾓｸ              小学（6）9 女子 自由形  100m 12才

小学（6）10 女子 個人メドレー  200m 12才
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28847
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ
性別: 申込種目:

岡　　魁里           ｵｶ ｶｲﾘ               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

望月　一穂           ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾎ           中学（1）3 男子 自由形   50m 12才

中学（1）4 男子 背泳ぎ   50m 12才

大石　優輝           ｵｵｲｼ ﾕｳｷ             小学（6）5 男子 自由形   50m 12才

小学（6）6 男子 バタフライ   50m 12才

大橋　空翔           ｵｵﾊｼ ｿﾗ              小学（6）7 男子 自由形   50m 11才

小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 11才

木村　多聞           ｷﾑﾗ ﾀﾓﾝ              小学（4）9 男子 自由形   50m 10才

小学（4）10 男子 背泳ぎ   50m 10才

廣田　真結           ﾋﾛﾀ ﾏﾕ               中学（3）11 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）12 女子 バタフライ   50m 15･16才

田中　心直           ﾀﾅｶ ｺｺﾅ              中学（2）13 女子 自由形  100m 13才

中学（2）14 女子 個人メドレー  200m 13才

毛谷　美桜           ｹﾀﾆ ﾐｵ               中学（1）15 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）16 女子 平泳ぎ  100m 13才

山本　星那           ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ              小学（6）17 女子 自由形   50m 12才

大坪　七海           ｵｵﾂﾎﾞ ﾅﾅﾐ            小学（6）18 女子 平泳ぎ   50m 11才

小林　亜実           ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ             小学（5）19 女子 自由形   50m 11才

小学（5）20 女子 バタフライ   50m 11才

小橋穂乃香           ｺﾊﾞｼ ﾎﾉｶ             小学（5）21 女子 バタフライ   50m 10才

田中　和奏           ﾀﾅｶ ﾜｶﾅ              小学（5）22 女子 自由形   50m 10才

毛谷　彩季           ｹﾀﾆ ｻｷ               小学（5）23 女子 平泳ぎ   50m 10才

明石　　鈴           ｱｶｼ ﾘﾝ               小学（5）24 女子 自由形   50m 10才

小学（5）25 女子 背泳ぎ   50m 10才

浅川穂乃佳           ｱｻｶﾜ ﾎﾉｶ             小学（3）26 女子 自由形   50m 8才以下

明石　凜真           ｱｶｼ ﾘﾏ               小学（3）27 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）28 女子 平泳ぎ   50m 8才以下
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28855
氏名: カナ: 学校:No.:

伊丹有岡ＳＳ
性別: 申込種目:

山根友之介           ﾔﾏﾈ ﾕｳﾉｽｹ            小学（4）1 男子 自由形   50m 10才

小学（4）2 男子 自由形  100m 10才

平野　維吹           ﾋﾗﾉ ｲﾌﾞｷ             小学（3）3 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）4 男子 個人メドレー  200m 9才以下

三路　瑞生           ｻﾝｼﾞ ﾐｽﾞｷ            小学（3）5 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）6 男子 個人メドレー  200m 9才以下

寺内　駿介           ﾃﾗｳﾁ ｼｭﾝｽｹ           小学（3）7 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）8 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

北田　郁磨           ｷﾀﾀﾞ ｲｸﾏ             小学（3）9 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）10 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

大切　逢那           ｵｵｷﾞﾘ ｱﾅﾝ            小学（2）11 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）12 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

大切　星那           ｵｵｷﾞﾘ ｾﾅ             小学（4）13 女子 自由形   50m 10才

小学（4）14 女子 自由形  100m 10才

岩村彩智恵           ｲﾜﾑﾗ ｻﾁｴ             小学（4）15 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）16 女子 自由形  100m 9才以下

一柳　咲音           ﾋﾄﾂﾔﾅｷﾞ ｻｷﾈ          小学（4）17 女子 自由形  100m 9才以下

小学（4）18 女子 バタフライ   50m 9才以下

浅川　真優           ｱｻｶﾜ ﾏﾕ              小学（4）19 女子 自由形  100m 9才以下

小学（4）20 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

門田　悠姫           ﾓﾝﾀﾞ ﾕｷ              小学（3）21 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）22 女子 個人メドレー  200m 9才以下

加治屋歩泉           ｶｼﾞﾔ ｱﾕﾐ             小学（3）23 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）24 女子 自由形  100m 9才以下
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28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別: 申込種目:

阪口　詞音           ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ            中学（2）1 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）2 男子 バタフライ   50m 13才

藤田　青海           ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｮｳ            中学（1）3 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）4 男子 個人メドレー  200m 13才

奥谷　　仁           ｵｸﾀﾆ ｼﾞﾝ             中学（1）5 男子 バタフライ   50m 13才

中学（1）6 男子 バタフライ  100m 13才

米田　大輝           ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ             中学（1）7 男子 自由形  100m 13才

中学（1）8 男子 平泳ぎ  100m 13才

竹内　勇希           ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ             小学（5）9 男子 自由形   50m 10才

小学（5）10 男子 背泳ぎ   50m 10才

山﨑　海璃           ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ            小学（4）11 男子 自由形   50m 10才

小学（4）12 男子 平泳ぎ   50m 10才

森田　海里           ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ              小学（4）13 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）14 男子 個人メドレー  200m 9才以下

水谷　修大           ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ           小学（3）15 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）16 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

野中　康貴           ﾉﾅｶ ｺｳｷ              小学（3）17 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）18 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

米田　知輝           ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ             小学（2）19 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）20 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

渡邊　晴斗           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ            小学（2）21 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）22 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

吉村　淳平           ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         小学（2）23 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）24 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

小野　恭嗣           ｵﾉ ﾀｲｼ               小学（2）25 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）26 男子 バタフライ   50m 8才以下

岩松　範斗           ｲﾜﾏﾂ ﾊﾝﾄ             小学（2）27 男子 自由形   50m 8才以下

池澤　沙姫           ｲｹｻﾞﾜ ｻｷ             中学（2）28 女子 バタフライ   50m 14才

中学（2）29 女子 バタフライ  100m 14才

清水　結唯           ｼﾐｽﾞ ﾕｲ              中学（2）30 女子 自由形   50m 14才

中学（2）31 女子 自由形  100m 14才

松原　優衣           ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ             中学（2）32 女子 自由形   50m 14才

中学（2）33 女子 背泳ぎ  100m 14才

岩永なつみ           ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ            中学（2）34 女子 バタフライ   50m 13才

中学（2）35 女子 個人メドレー  200m 13才

森田　安純           ﾓﾘﾀ ｱｽﾞﾐ             小学（5）36 女子 自由形  100m 11才

小学（5）37 女子 個人メドレー  200m 11才

中前　　稔           ﾅｶﾏｴ ﾐﾉﾘ             小学（5）38 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）39 女子 個人メドレー  200m 10才

兵庫　由萌           ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ             小学（5）40 女子 自由形   50m 10才

小学（5）41 女子 個人メドレー  200m 10才

秋岡　美音           ｱｷｵｶ ﾐｵ              小学（3）42 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）43 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

木村　栞夏           ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ              小学（3）44 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）45 女子 個人メドレー  200m 9才以下

花岡　菜海           ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ             小学（3）46 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）47 女子 個人メドレー  200m 9才以下

長谷川和奏           ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ            小学（2）48 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

小学（2）49 女子 個人メドレー  200m 8才以下
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山口　華凜           ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ            小学（2）50 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）51 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

吉田　陽奈           ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ              小学（2）52 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）53 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

藤田　　葵           ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ             小学（1）54 女子 自由形   50m 8才以下

大﨑　咲良           ｵｵｻｷ ｻｸﾗ             小学（1）55 女子 自由形   50m 8才以下

28862
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ太子
性別: 申込種目:

松本　大輝           ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ            中学（2）1 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）2 男子 背泳ぎ  100m 14才

杉本ひまり           ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ            中学（2）3 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）4 女子 背泳ぎ  100m 14才

内海玲央奈           ｳﾂﾐ ﾚｵﾅ              中学（1）5 女子 自由形   50m 12才

中学（1）6 女子 個人メドレー  200m 12才

佐々木ひより         ｻｻｷ ﾋﾖﾘ              小学（6）7 女子 自由形  100m 12才

小学（6）8 女子 背泳ぎ   50m 12才

森澤　菜央           ﾓﾘｻﾜ ﾅｵ              小学（6）9 女子 自由形   50m 11才

小学（6）10 女子 自由形  100m 11才

内海　理子           ｳﾂﾐ ﾘｺ               小学（6）11 女子 自由形   50m 11才

小学（6）12 女子 個人メドレー  200m 11才

横内　春菜           ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾅ             小学（6）13 女子 平泳ぎ  100m 11才

小学（6）14 女子 個人メドレー  200m 11才

28864
氏名: カナ: 学校:No.:

ナイスＳＰ
性別: 申込種目:

北井　洸太           ｷﾀｲ ｺｳﾀ              中学（2）1 男子 自由形   50m 14才

中学（2）2 男子 自由形  100m 14才

浦川　想己           ｳﾗｶﾜ ｿｳｷ             中学（1）3 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）4 男子 平泳ぎ  100m 13才

依兼朔太郎           ﾖﾘｶﾈ ｻｸﾀﾛｳ           小学（5）5 男子 自由形   50m 10才

小学（5）6 男子 背泳ぎ   50m 10才

吉田　優月           ﾖｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ            小学（6）7 女子 自由形   50m 11才

小学（6）8 女子 背泳ぎ   50m 11才

浦川　結名           ｳﾗｶﾜ ﾕｲﾅ             小学（5）9 女子 自由形   50m 10才

小学（5）10 女子 自由形  100m 10才

井上舞衣子           ｲﾉｳｴ ﾏｲｺ             小学（3）11 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）12 女子 自由形  100m 9才以下

伊藤梨央奈           ｲﾄｳ ﾘｵﾅ              小学（3）13 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）14 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

石井あやめ           ｲｼｲ ｱﾔﾒ              小学（1）15 女子 自由形   50m 8才以下
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28865
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎市スポ振
性別: 申込種目:

岡本　誉央           ｵｶﾓﾄ ﾖｵ              中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 バタフライ   50m 15･16才

松川　　倭           ﾏﾂｶﾜ ﾔﾏﾄ             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

渡瀬　崚平           ﾜﾀｾ ﾘｮｳﾍｲ            中学（3）5 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（3）6 男子 背泳ぎ  100m 14才

中西　一太           ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ             中学（1）7 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）8 男子 平泳ぎ  100m 13才

深澤　向翔           ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾀﾞｶ           中学（1）9 男子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）10 男子 平泳ぎ  100m 12才

美川　恭亮           ﾐｶﾜ ｷｮｳｽｹ            中学（1）11 男子 自由形   50m 12才

中学（1）12 男子 自由形  100m 12才

山口　悠也           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ            小学（6）13 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）14 男子 平泳ぎ  100m 11才

鐘ヶ江聖也           ｶﾈｶﾞｴ ｾｲﾔ            小学（6）15 男子 自由形   50m 11才

小学（6）16 男子 背泳ぎ  100m 11才

新藤　亮太           ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ           小学（5）17 男子 自由形   50m 11才

小学（5）18 男子 バタフライ   50m 11才

渡瀬　駿介           ﾜﾀｾ ｼｭﾝｽｹ            小学（5）19 男子 自由形   50m 10才

小学（5）20 男子 背泳ぎ   50m 10才

近田　佳乃           ｺﾝﾀﾞ ｶﾉ              中学（3）21 女子 バタフライ   50m 14才

中学（3）22 女子 バタフライ  100m 14才

木山　琴美           ｷﾔﾏ ｺﾄﾐ              中学（2）23 女子 自由形   50m 14才

中学（2）24 女子 自由形  100m 14才

世継万里沙           ﾖﾂｷﾞ ﾏﾘｻ             中学（2）25 女子 バタフライ   50m 13才

中学（2）26 女子 バタフライ  100m 13才

西畑　秋甫           ﾆｼﾊﾀ ｱｷﾎ             小学（6）27 女子 自由形   50m 11才

小学（6）28 女子 平泳ぎ  100m 11才

原　碧夏妙           ﾊﾗ ﾋﾅﾀ               小学（6）29 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）30 女子 平泳ぎ  100m 11才

岡山　彩乃           ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ             小学（5）31 女子 自由形   50m 11才

小学（5）32 女子 背泳ぎ   50m 11才

深澤　寿心           ﾌｶｻﾞﾜ ｺｺﾛ            小学（5）33 女子 自由形   50m 10才

小学（5）34 女子 自由形  100m 10才
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28872
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別: 申込種目:

八十　　碧           ﾔｿ ｱｵｲ               小学（6）1 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）2 男子 平泳ぎ   50m 11才

廣瀬　大誠           ﾋﾛｾ ﾀｲｾｲ             小学（5）3 男子 自由形  100m 11才

小学（5）4 男子 バタフライ   50m 11才

三木　颯翔           ﾐｷ ﾊﾔﾄ               小学（5）5 男子 自由形  100m 11才

小学（5）6 男子 背泳ぎ   50m 11才

児島　優叶           ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ             小学（5）7 男子 自由形   50m 11才

小学（5）8 男子 バタフライ   50m 11才

角倉　亘紀           ｶﾄﾞｸﾗ ｺｳｷ            小学（5）9 男子 自由形   50m 11才

小学（5）10 男子 背泳ぎ   50m 11才

吉野　隼矢           ﾖｼﾉ ｼﾞｭﾝﾔ            小学（5）11 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）12 男子 バタフライ   50m 10才

三井　悠暉           ﾐﾂｲ ﾕｳｷ              小学（4）13 男子 自由形   50m 10才

小学（4）14 男子 背泳ぎ   50m 10才

柴原　悠人           ｼﾊﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ            小学（4）15 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）16 男子 バタフライ   50m 9才以下

内海　陽生           ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ              小学（3）17 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）18 男子 バタフライ   50m 9才以下

中村　　緑           ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｸ             小学（3）19 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）20 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

岡本　一歩           ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ            小学（2）21 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

小学（2）22 男子 平泳ぎ  100m 8才以下

内海　暁翔           ｳﾂﾐ ｱｷﾄ              小学（2）23 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）24 男子 バタフライ   50m 8才以下

深澤　杏花           ﾌｶｻﾞﾜ ｷｮｳｶ           中学（3）25 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（3）26 女子 背泳ぎ  100m 14才

児島　弥優           ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ              中学（1）27 女子 バタフライ   50m 12才

中学（1）28 女子 バタフライ  100m 12才

福井　晴菜           ﾌｸｲ ﾊﾙﾅ              小学（6）29 女子 自由形  100m 11才

小学（6）30 女子 バタフライ   50m 11才

西雄　愛莉           ﾆｼｵ ｱｲﾘ              小学（5）31 女子 自由形  100m 10才

小学（5）32 女子 バタフライ   50m 10才

釣田　妃那           ﾂﾘﾀ ﾋﾅ               小学（5）33 女子 自由形   50m 10才

小学（5）34 女子 背泳ぎ   50m 10才

林　　桜子           ﾊﾔｼ ｻｸﾗｺ             小学（4）35 女子 自由形   50m 10才

小学（4）36 女子 背泳ぎ   50m 10才

溝端　友美           ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ           小学（4）37 女子 自由形   50m 10才

小学（4）38 女子 バタフライ   50m 10才

渡部　愛佳           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ            小学（4）39 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）40 女子 個人メドレー  200m 10才

28873
氏名: カナ: 学校:No.:

ヒラＳＳ
性別: 申込種目:

山口愛利生           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒﾘｲ            小学（3）1 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）2 女子 背泳ぎ   50m 8才以下
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28880
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西神
性別: 申込種目:

岸田　圭伍           ｷｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ            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

吉田　歩夢           ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ             中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）4 男子 自由形  100m 15･16才

楽前　　凌           ﾗｸｾﾞﾝ ﾘｮｳ            中学（2）5 男子 自由形   50m 14才

中学（2）6 男子 自由形  100m 14才

児玉　俊二           ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ           中学（2）7 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）8 男子 個人メドレー  200m 13才

惣田　真斗           ｿｳﾀﾞ ﾏﾅﾄ             中学（2）9 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）10 男子 個人メドレー  200m 13才

松尾　佳祐           ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ             中学（2）11 男子 自由形   50m 13才

中学（2）12 男子 自由形  100m 13才

森下　　駿           ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝ             中学（1）13 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）14 男子 個人メドレー  200m 13才

神尾　拓斗           ｶﾐｵ ﾀｸﾄ              中学（1）15 男子 自由形   50m 13才

中学（1）16 男子 個人メドレー  200m 13才

江原　大智           ｴﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ             中学（1）17 男子 バタフライ   50m 12才

中学（1）18 男子 バタフライ  100m 12才

中川　楓太           ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳﾀ            小学（6）19 男子 自由形   50m 12才

小学（6）20 男子 バタフライ   50m 12才

松尾　祐紀           ﾏﾂｵ ﾕｳｷ              小学（6）21 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）22 男子 バタフライ  100m 12才

多鹿　優里           ﾀｼﾞｶ ﾕｳﾘ             小学（6）23 男子 自由形   50m 11才

小学（6）24 男子 平泳ぎ   50m 11才

林　優一郎           ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ           小学（5）25 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）26 男子 平泳ぎ  100m 11才

今　　楓雅           ｲﾏ ﾌｳｶﾞ              小学（5）27 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）28 男子 平泳ぎ  100m 10才

松尾幸汰郎           ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾛｳ            小学（4）29 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）30 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

有満　　誠           ｱﾘﾐﾂ ﾏｺﾄ             小学（4）31 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）32 男子 バタフライ   50m 9才以下

德網　大星           ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ            小学（3）33 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）34 男子 個人メドレー  200m 9才以下

津田　瑛太           ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ              小学（2）35 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）36 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

内多　愛海           ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ             中学（2）37 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）38 女子 平泳ぎ  100m 14才

佐藤　　瞳           ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ              中学（1）39 女子 自由形   50m 13才

中学（1）40 女子 バタフライ   50m 13才

山本　　澪           ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ              中学（1）41 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）42 女子 背泳ぎ  100m 13才

山中のどか           ﾔﾏﾅｶ ﾉﾄﾞｶ            小学（6）43 女子 自由形   50m 12才

小学（6）44 女子 自由形  100m 12才

木村　真菜           ｷﾑﾗ ﾏﾅ               小学（6）45 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）46 女子 背泳ぎ  100m 12才

宮崎　渚沙           ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ           小学（5）47 女子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）48 女子 個人メドレー  200m 11才

原田　愛子           ﾊﾗﾀﾞ ｱｲｺ             小学（5）49 女子 自由形   50m 10才
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原田　愛子           ﾊﾗﾀﾞ ｱｲｺ             小学（5）50 女子 背泳ぎ   50m 10才

萩尾　柚衣           ﾊｷﾞｵ ﾕｲ              小学（5）51 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）52 女子 平泳ぎ  100m 10才

松崎　　愛           ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ             小学（5）53 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）54 女子 背泳ぎ  100m 10才

山本　未来           ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ              小学（4）55 女子 自由形  100m 10才

小学（4）56 女子 個人メドレー  200m 10才

楽前　　怜           ﾗｸｾﾞﾝ ﾚｲ             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

廣岡　　怜           ﾋﾛｵｶ ﾚｲ              小学（4）59 女子 自由形   50m 10才

小学（4）60 女子 背泳ぎ   50m 10才

藤川ひまり           ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ            小学（4）61 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）62 女子 背泳ぎ  100m 9才以下

津田　もも           ﾂﾀﾞ ﾓﾓ               小学（4）63 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）64 女子 平泳ぎ  100m 9才以下

佐藤　由衣           ｻﾄｳ ﾕｲ               小学（4）65 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）66 女子 バタフライ   50m 9才以下

宮崎　若葉           ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ           小学（3）67 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）68 女子 個人メドレー  200m 9才以下

宮崎　青葉           ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ           小学（3）69 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）70 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

伊藤　玲奈           ｲﾄｳ ﾚﾅ               小学（3）71 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）72 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

23/32 ページ2016年8月7日 12:47:41



第1回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28881
氏名: カナ: 学校:No.:

MacS武庫川
性別: 申込種目:

松居　　駿           ﾏﾂｲ ｼｭﾝ              中学（3）1 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 15･16才

米田　虎優           ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ            中学（2）3 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 14才

佐野　佳輝           ｻﾉ ﾖｼｷ               小学（6）5 男子 自由形   50m 11才

小学（6）6 男子 自由形  100m 11才

中晴　達哉           ﾅｶﾊﾙ ﾀﾂﾔ             小学（5）7 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）8 男子 背泳ぎ  100m 10才

田中　優音           ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ              小学（4）9 男子 自由形   50m 10才

小南　有輝           ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ             小学（4）10 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）11 男子 平泳ぎ  100m 10才

松岡　蓮汰           ﾏﾂｵｶ ﾚﾝﾀ             小学（4）12 男子 自由形   50m 10才

堀　　和喜           ﾎﾘ ｶｽﾞｷ              小学（4）13 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）14 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

藤澤　瞭太           ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ           小学（4）15 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）16 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

長岡　穏波           ﾅｶﾞｵｶ ｼｽﾞﾊ           小学（6）17 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）18 女子 平泳ぎ  100m 11才

井筒あずき           ｲﾂﾞﾂ ｱｽﾞｷ            小学（6）19 女子 自由形   50m 11才

小学（6）20 女子 自由形  100m 11才

田中　恵梨           ﾀﾅｶ ｴﾘ               小学（6）21 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）22 女子 平泳ぎ  100m 11才

大賀　　葵           ｵｵｶﾞ ｱｵｲ             小学（6）23 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）24 女子 平泳ぎ   50m 11才

遠藤　花奈           ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅ             小学（6）25 女子 自由形  100m 11才

小学（6）26 女子 平泳ぎ  100m 11才

米田　　華           ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ              小学（5）27 女子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）28 女子 バタフライ  100m 11才

柴田　芽依           ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ              小学（5）29 女子 個人メドレー  200m 11才

板谷　紗瑛           ｲﾀﾀﾆ ｻｴ              小学（5）30 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）31 女子 バタフライ  100m 11才

松本　尚子           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｺ             小学（5）32 女子 背泳ぎ   50m 11才

登山　優寿           ﾄﾔﾏ ﾕｽﾞ              小学（5）33 女子 自由形   50m 11才

小学（5）34 女子 自由形  100m 11才

大橋　茉莉           ｵｵﾊｼ ﾏﾘ              小学（4）35 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）36 女子 自由形  100m 9才以下

藤田　春風           ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ             小学（4）37 女子 自由形  100m 9才以下

小学（4）38 女子 背泳ぎ   50m 9才以下
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こうでら
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深澤　友哉           ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ            中学（2）1 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 14才

草別　善應           ｸｻﾜｹ ｾﾞﾝﾉｳ           中学（2）3 男子 自由形  100m 14才

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 14才

原　　優介           ﾊﾗ ﾕｳｽｹ              中学（2）5 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）6 男子 個人メドレー  200m 14才

福本　竜也           ﾌｸﾓﾄ ﾘｭｳﾔ            中学（1）7 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）8 男子 個人メドレー  200m 13才

藤田　　宙           ﾌｼﾞﾀ ｿﾗ              中学（1）9 男子 自由形  100m 12才

中学（1）10 男子 個人メドレー  200m 12才

小坂　陽丘           ｺｻｶ ｵｳｸ              小学（6）11 男子 バタフライ  100m 12才

小学（6）12 男子 個人メドレー  200m 12才

石垣　凜斗           ｲｼｶﾞｷ ﾘﾝﾄ            小学（6）13 男子 自由形  100m 12才

小学（6）14 男子 背泳ぎ  100m 12才

原　　諒成           ﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ             小学（6）15 男子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）16 男子 個人メドレー  200m 12才

上田　眞陽           ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ             小学（6）17 男子 自由形  100m 11才

小学（6）18 男子 バタフライ   50m 11才

原　　正磨           ﾊﾗ ｼｮｳﾏ              小学（5）19 男子 自由形  100m 11才

小学（5）20 男子 個人メドレー  200m 11才

深澤　晃太           ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ            小学（5）21 男子 平泳ぎ  100m 10才

小学（5）22 男子 個人メドレー  200m 10才

中島　寛太           ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ             小学（4）23 男子 自由形  100m 10才

小学（4）24 男子 個人メドレー  200m 10才

和田　杏優           ﾜﾀﾞ ｱﾕ               小学（6）25 女子 背泳ぎ  100m 11才

小学（6）26 女子 個人メドレー  200m 11才

岡崎　　佳           ｵｶｻﾞｷ ｹｲ             小学（5）27 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）28 女子 背泳ぎ  100m 11才

佐々木ルル           ｻｻｷ ﾙﾙ               小学（5）29 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）30 女子 個人メドレー  200m 11才

林　　舞桜           ﾊﾔｼ ﾏｵ               小学（4）31 女子 背泳ぎ  100m 10才

小学（4）32 女子 個人メドレー  200m 10才

木下　結愛           ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ             小学（4）33 女子 バタフライ  100m 9才以下

小学（4）34 女子 個人メドレー  200m 9才以下

神野　　咲           ｶﾐﾉ ｻｷ               小学（4）35 女子 自由形  100m 9才以下

小学（4）36 女子 個人メドレー  200m 9才以下

川村　咲葵           ｶﾜﾑﾗ ｻｷ              小学（3）37 女子 平泳ぎ  100m 9才以下

小学（3）38 女子 個人メドレー  200m 9才以下

花岡　素実           ﾊﾅｵｶ ﾓﾄﾐ             小学（3）39 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）40 女子 個人メドレー  200m 8才以下
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北野上隼人           ｷﾀﾉｳｴ ﾊﾔﾄ            中学（1）1 男子 自由形   50m 12才

中学（1）2 男子 個人メドレー  200m 12才

漁　　太良           ﾘｮｳ ﾀｲﾗ              小学（5）3 男子 自由形   50m 11才

小学（5）4 男子 バタフライ   50m 11才

松田　葉路           ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ              小学（5）5 男子 自由形  100m 10才

小学（5）6 男子 バタフライ   50m 10才

岩井凌央斗           ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ             小学（4）7 男子 自由形  100m 10才

小学（4）8 男子 個人メドレー  200m 10才

髙須　悠仁           ﾀｶｽ ﾊﾙﾄ              小学（3）9 男子 バタフライ   50m 8才以下

小学（3）10 男子 個人メドレー  200m 8才以下

魚﨑　寛生           ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ           小学（3）11 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）12 男子 個人メドレー  200m 8才以下

山本　菜々           ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ              中学（2）13 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（2）14 女子 個人メドレー  200m 13才

玉井ひかる           ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ              中学（1）15 女子 平泳ぎ  100m 12才

中学（1）16 女子 個人メドレー  200m 12才

的崎　文香           ﾏﾄｻﾞｷ ｱﾔｶ            小学（5）17 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）18 女子 個人メドレー  200m 11才

菅　　愛歩           ｶﾝ ｱｲﾎ               小学（4）19 女子 自由形   50m 10才

小学（4）20 女子 バタフライ   50m 10才

28900
氏名: カナ: 学校:No.:

ＰＳＫ
性別: 申込種目:

常岡　裕介           ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ            中学（3）1 男子 自由形   50m 14才

中学（3）2 男子 自由形  100m 14才

婦木　拓実           ﾌｷ ﾀｸﾐ               中学（1）3 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）4 男子 平泳ぎ  100m 13才

小川　旻昊           ｵｶﾞﾜ ﾐﾝｺｳ            中学（1）5 男子 自由形   50m 13才

中学（1）6 男子 自由形  100m 13才

常岡　直矢           ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ             中学（1）7 男子 自由形   50m 12才

中学（1）8 男子 自由形  100m 12才

細見　佑貴           ﾎｿﾐ ﾕｳｷ              小学（4）9 男子 自由形  100m 10才

小学（4）10 男子 個人メドレー  200m 10才

藤谷　魁星           ﾌｼﾞﾀﾆ ｶｲｾｲ           小学（4）11 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）12 男子 個人メドレー  200m 9才以下

牧　　佑畏           ﾏｷ ﾕｳｲ               小学（3）13 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）14 男子 自由形  100m 9才以下

大垣遼太朗           ｵｵｶﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ         小学（3）15 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）16 男子 個人メドレー  200m 9才以下

谷田　康晟           ﾀﾆﾀﾞ ｺｳｾｲ            小学（3）17 男子 自由形   50m 9才以下

村上　凉汰           ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ            小学（2）18 男子 自由形   50m 8才以下

荻野　遥花           ｵｷﾞﾉ ﾊﾙｶ             小学（5）19 女子 自由形  100m 11才

小学（5）20 女子 個人メドレー  200m 11才
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中尾　光佑           ﾅｶｵ ｺｳｽｹ             中学（1）1 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）2 男子 平泳ぎ  100m 13才

志水　涼太           ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ            小学（6）3 男子 自由形   50m 12才

小学（6）4 男子 バタフライ  100m 12才

岡住　直和           ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ            小学（5）5 男子 平泳ぎ  100m 10才

小学（5）6 男子 個人メドレー  200m 10才

南　　勇希           ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ              小学（4）7 男子 自由形   50m 10才

小学（4）8 男子 平泳ぎ   50m 10才

中尾　允紀           ﾅｶｵ ﾐﾂｷ              小学（3）9 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）10 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

倉橋　初芽           ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ             小学（5）11 女子 自由形   50m 11才

小学（5）12 女子 自由形  100m 11才

植木はる菜           ｳｴｷ ﾊﾙﾅ              小学（3）13 女子 自由形   50m 9才以下

28903
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ神河
性別: 申込種目:

千家　　脩           ｾﾝｹﾞ ｼｭｳ             中学（3）1 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（3）2 男子 平泳ぎ  100m 14才

立岩　朋純           ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ              中学（1）3 男子 自由形  100m 12才

中学（1）4 男子 個人メドレー  200m 12才

和田　健伸           ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ             小学（6）5 男子 自由形   50m 12才

小学（6）6 男子 個人メドレー  200m 12才

木下　琉暉           ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳｷ            小学（6）7 男子 自由形   50m 12才

小学（6）8 男子 自由形  100m 12才

立岩　空夏           ﾀﾃｲﾜ ﾃﾝｶ             小学（5）9 男子 自由形   50m 11才

小学（5）10 男子 自由形  100m 11才

木下　優和           ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ             小学（4）11 男子 自由形   50m 10才

藤原　悠吏           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ            小学（3）12 男子 自由形   50m 9才以下

上月　翔太           ｺｳﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ           小学（2）13 男子 自由形   50m 8才以下

榧谷　香花           ｶﾔﾀﾆ ｺﾉｶ             中学（3）14 女子 自由形  100m 14才

中学（3）15 女子 バタフライ   50m 14才

田中　うみ           ﾀﾅｶ ｳﾐ               中学（2）16 女子 自由形   50m 13才

中学（2）17 女子 平泳ぎ   50m 13才

千家　　彩           ｾﾝｹﾞ ｻｲ              中学（1）18 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）19 女子 個人メドレー  200m 12才

大畑　文乃           ｵｵﾊﾀ ｱﾔﾉ             中学（1）20 女子 自由形   50m 12才

中学（1）21 女子 自由形  100m 12才

榧谷　光莉           ｶﾔﾀﾆ ﾋｶﾘ             小学（6）22 女子 自由形   50m 12才

小学（6）23 女子 自由形  100m 12才

後藤　瑠里           ｺﾞﾄｳ ﾙﾘ              小学（6）24 女子 自由形   50m 11才

小学（6）25 女子 個人メドレー  200m 11才

岩本　春菜           ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙﾅ             小学（6）26 女子 自由形   50m 11才

小学（6）27 女子 個人メドレー  200m 11才

大畑　顕乃           ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ             小学（5）28 女子 自由形   50m 10才

小学（5）29 女子 個人メドレー  200m 10才

藤原　樺音           ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉﾝ            小学（3）30 女子 自由形   50m 9才以下

27/32 ページ2016年8月7日 12:47:41



第1回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28909
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ山崎
性別: 申込種目:

名村　孝太           ﾅﾑﾗ ｺｳﾀ              中学（1）1 男子 自由形   50m 13才

中学（1）2 男子 自由形  100m 13才

伴　　陸功           ﾊﾞﾝ ﾘｸ               小学（6）3 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）4 男子 個人メドレー  200m 12才

梅原　一颯           ｳﾒﾊﾗ ｲﾌﾞｷ            小学（5）5 男子 自由形   50m 11才

小学（5）6 男子 個人メドレー  200m 11才

大楽　竜世           ﾀﾞｲﾗｸ ﾘｭｳｾｲ          小学（5）7 男子 自由形   50m 11才

小学（5）8 男子 個人メドレー  200m 11才

梅原　歌月           ｳﾒﾊﾗ ｶﾂﾞｷ            小学（4）9 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（4）10 男子 個人メドレー  200m 9才以下

中筋武之介           ﾅｶｽｼﾞ ﾀｹﾉｽｹ          小学（3）11 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）12 男子 個人メドレー  200m 9才以下

平山　桃香           ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ             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

保田　柚月           ﾔｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ            小学（5）15 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）16 女子 個人メドレー  200m 11才

吉水　華香           ﾖｼﾐｽﾞ ﾊﾅｶ            小学（5）17 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）18 女子 個人メドレー  200m 10才

平山しおり           ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ             小学（4）19 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）20 女子 個人メドレー  200m 10才

福井　千遥           ﾌｸｲ ﾁﾊﾙ              小学（4）21 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）22 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

赤穂ＳＳ
性別: 申込種目:

久田　雄太           ﾋｻﾀﾞ ﾕｳﾀ             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

福井　貫太           ﾌｸｲ ｶﾝﾀ              中学（3）3 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（3）4 男子 平泳ぎ  100m 14才

廣岡　優弥           ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ             小学（6）5 男子 自由形   50m 12才

小学（6）6 男子 バタフライ   50m 12才

山口　康生           ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ           小学（6）7 男子 自由形   50m 12才

小学（6）8 男子 自由形  100m 12才

横田空太郎           ﾖｺﾀ ｺｳﾀﾛｳ            小学（6）9 男子 自由形   50m 12才

小学（6）10 男子 自由形  100m 12才

長田　晃世           ｵｻﾀﾞ ｺｳｾｲ            小学（6）11 男子 自由形   50m 11才

長田　聖治           ｵｻﾀﾞ ｾｲｼﾞ            小学（6）12 男子 自由形   50m 11才

小学（6）13 男子 背泳ぎ   50m 11才

鶴亀　煌毅           ﾂﾙｶﾒ ｺｳｷ             小学（5）14 男子 自由形   50m 11才

小学（5）15 男子 個人メドレー  200m 11才

花岡　　諒           ﾊﾅｵｶ ﾘｮｳ             小学（5）16 男子 自由形   50m 10才

小学（5）17 男子 個人メドレー  200m 10才

根本聡太郎           ﾈﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ            小学（5）18 男子 自由形   50m 10才

小学（5）19 男子 バタフライ   50m 10才

高根　勇樹           ﾀｶﾈ ﾕｳｷ              小学（5）20 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）21 男子 バタフライ   50m 10才

眞鼻　宝功           ﾏﾊﾅ ﾄﾓﾅﾘ             小学（4）22 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）23 男子 バタフライ   50m 9才以下

川添　博陽           ｶﾜｿﾞｴ ﾊｸﾖｳ           小学（4）24 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）25 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

山本　安珠           ﾔﾏﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ           小学（3）26 男子 自由形   50m 9才以下

河野　瑛甫           ｶﾜﾉ ｴｲｽｹ             小学（3）27 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）28 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

鶴亀　凱童           ﾂﾙｶﾒ ｶｲﾄﾞｳ           小学（3）29 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）30 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

中谷　　陸           ﾅｶﾀﾆ ﾘｸ              小学（2）31 男子 自由形   50m 8才以下

松原　沙奈           ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾅ             中学（1）32 女子 自由形  100m 13才

中学（1）33 女子 個人メドレー  200m 13才

大川　希姫           ｵｵｶﾜ ｷｷ              小学（6）34 女子 自由形   50m 12才

小学（6）35 女子 バタフライ   50m 12才

中川　知優           ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ            小学（6）36 女子 自由形  100m 12才

小学（6）37 女子 個人メドレー  200m 12才

河村　　凜           ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ              小学（6）38 女子 自由形   50m 12才

小学（6）39 女子 背泳ぎ   50m 12才

岸本　愛莉           ｷｼﾓﾄ ｱｲﾘ             小学（6）40 女子 自由形   50m 12才

小学（6）41 女子 背泳ぎ   50m 12才

池田　美憂           ｲｹﾀﾞ ﾐｭｳ             小学（6）42 女子 自由形   50m 12才

小学（6）43 女子 背泳ぎ   50m 12才

笠原穂乃果           ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ             小学（5）44 女子 自由形   50m 11才

小学（5）45 女子 背泳ぎ   50m 11才

北川　千颯           ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾊﾔ            小学（5）46 女子 自由形   50m 11才

小学（5）47 女子 背泳ぎ   50m 11才

塩田　瑠愛           ｼｵﾀ ﾙﾈ               小学（5）48 女子 自由形   50m 11才

小学（5）49 女子 バタフライ   50m 11才
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土谷　咲弥           ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ              小学（5）50 女子 自由形   50m 10才

小学（5）51 女子 バタフライ   50m 10才

中村　絢音           ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ             小学（4）52 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）53 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

横田　芙季           ﾖｺﾀ ﾌｷ               小学（3）54 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）55 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

前田　梨花           ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ             小学（3）56 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）57 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

28914
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸北町Vivo
性別: 申込種目:

清水　　力           ｼﾐｽﾞ ﾘｷ              中学（2）1 男子 自由形   50m 13才

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 13才

上野本颯太           ｳｴﾉﾓﾄ ｿｳﾀ            小学（6）3 男子 自由形  100m 11才

小学（6）4 男子 個人メドレー  200m 11才

森　　暖人           ﾓﾘ ﾊﾙﾄ               小学（5）5 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）6 男子 個人メドレー  200m 10才

吉田　涼香           ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ            中学（1）7 女子 自由形   50m 13才

中学（1）8 女子 自由形  100m 13才

川田　鈴奈           ｶﾜﾀ ｽｽﾞﾅ             中学（1）9 女子 自由形  100m 13才

中学（1）10 女子 平泳ぎ   50m 13才

玉野　紗妃           ﾀﾏﾉ ｻｷ               小学（6）11 女子 自由形   50m 12才

小学（6）12 女子 個人メドレー  200m 12才

森本菜々美           ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ             小学（6）13 女子 自由形   50m 12才

小学（6）14 女子 自由形  100m 12才

礒野たまみ           ｲｿﾉ ﾀﾏﾐ              小学（6）15 女子 自由形   50m 12才

杉本　美月           ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ           小学（6）16 女子 背泳ぎ  100m 11才

小学（6）17 女子 個人メドレー  200m 11才

清水　杏梨           ｼﾐｽﾞ ｱﾝﾘ             小学（6）18 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）19 女子 個人メドレー  200m 11才

二宮　陽凪           ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ              小学（5）20 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）21 女子 平泳ぎ  100m 11才

川田　幸奈           ｶﾜﾀ ﾕｷﾅ              小学（5）22 女子 平泳ぎ   50m 10才

阪本　望帆           ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ              小学（3）23 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）24 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ西神戸
性別: 申込種目:

椋本　　暖           ﾑｸﾓﾄ ﾊﾙ              中学（3）1 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 14才

堀井　湧斗           ﾎﾘｲ ﾕｳﾄ              中学（1）3 男子 自由形   50m 13才

中学（1）4 男子 自由形  100m 13才

重國　陽壮           ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ            中学（1）5 男子 自由形   50m 13才

中学（1）6 男子 自由形  100m 13才

上根　秀斗           ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ             小学（6）7 男子 自由形   50m 12才

小学（6）8 男子 バタフライ  100m 12才

前田　凪翔           ﾏｴﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ            小学（6）9 男子 自由形   50m 12才

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 12才

堤田　竜成           ﾂﾂﾐﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ          小学（6）11 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）12 男子 背泳ぎ  100m 12才

中村　駿斗           ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾄ            小学（5）13 男子 自由形   50m 11才

小学（5）14 男子 個人メドレー  200m 11才

三木雄太郎           ﾐｷ ﾕｳﾀﾛｳ             小学（5）15 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 11才

岩﨑　渉真           ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾏ            小学（5）17 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）18 男子 個人メドレー  200m 10才

西村　心結           ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕｳ             小学（4）19 男子 自由形   50m 10才

小学（4）20 男子 個人メドレー  200m 10才

宇都宮陸渡           ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾄ            小学（4）21 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（4）22 男子 個人メドレー  200m 9才以下

庄司　　晴           ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙ             小学（4）23 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）24 男子 個人メドレー  200m 9才以下

近藤　　颯           ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ            小学（4）25 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）26 男子 個人メドレー  200m 9才以下

藤波　海成           ﾌｼﾞﾅﾐ ｶｲｾｲ           小学（4）27 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（4）28 男子 個人メドレー  200m 9才以下

塚原　　蓮           ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ              小学（2）29 男子 自由形   50m 8才以下

山下　知紗           ﾔﾏｼﾀ ﾁｻ              中学（3）30 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）31 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

松井野乃佳           ﾏﾂｲ ﾉﾉｶ              中学（2）32 女子 自由形  100m 13才

中学（2）33 女子 バタフライ   50m 13才

小原　有羽           ｵﾊﾗ ﾕｳ               中学（1）34 女子 自由形   50m 13才

中学（1）35 女子 自由形  100m 13才

藤原　京香           ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ           中学（1）36 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）37 女子 平泳ぎ  100m 12才

庄司　　滉           ｼｮｳｼﾞ ｺｳ             小学（6）38 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）39 女子 個人メドレー  200m 12才

椋本　　掬           ﾑｸﾓﾄ ｷｸ              小学（5）40 女子 自由形   50m 11才

小学（5）41 女子 背泳ぎ  100m 11才

小林　天果           ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾝｶ            小学（5）42 女子 自由形   50m 11才

小学（5）43 女子 個人メドレー  200m 11才

平山　夏生           ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂｷ             小学（5）44 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）45 女子 個人メドレー  200m 11才

小林　　楓           ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ           小学（5）46 女子 自由形   50m 10才

小学（5）47 女子 個人メドレー  200m 10才

松井美依佳           ﾏﾂｲ ﾐｲｶ              小学（5）48 女子 自由形   50m 10才

小学（5）49 女子 個人メドレー  200m 10才
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黒岩　徠夏           ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ             小学（4）50 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）51 女子 バタフライ   50m 10才

堤田　水輝           ﾂﾂﾐﾀﾞ ﾐｽﾞｷ           小学（4）52 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）53 女子 個人メドレー  200m 9才以下

森　　絆菜           ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ              小学（4）54 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）55 女子 個人メドレー  200m 9才以下

西海　穂泉           ﾆｼｳﾐ ﾎｽﾞﾐ            小学（4）56 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）57 女子 個人メドレー  200m 9才以下

王野　　遥           ｵｵﾉ ﾊﾙｶ              小学（3）58 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）59 女子 個人メドレー  200m 9才以下

上田菜々葉           ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ             小学（3）60 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）61 女子 個人メドレー  200m 9才以下

森岡　来望           ﾓﾘｵｶ ｸﾙﾐ             小学（3）62 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）63 女子 個人メドレー  200m 8才以下

武田　香穂           ﾀｹﾀﾞ ｶﾎ              小学（3）64 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）65 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

前原子々夏           ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ             小学（1）66 女子 自由形   50m 8才以下

28926
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＴ淡路
性別: 申込種目:

竹谷　壮太           ﾀｹﾀﾆ ｿｳﾀ             中学（1）1 男子 自由形   50m 12才

中学（1）2 男子 平泳ぎ   50m 12才

藤井　晴生           ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｷ             小学（6）3 男子 自由形   50m 12才

小学（6）4 男子 バタフライ   50m 12才

三宅　宗良           ﾐﾔｹ ｿﾗ               小学（6）5 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）6 男子 バタフライ  100m 12才

三宅　渚沙           ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ             中学（3）7 女子 バタフライ   50m 14才

中学（3）8 女子 バタフライ  100m 14才

道上　明佳           ﾐﾁｶﾐ ｻﾔｶ             中学（2）9 女子 平泳ぎ  100m 14才

川上　美鈴           ｶﾜｶﾐ ﾐｽｽﾞ            中学（2）10 女子 自由形   50m 13才

中学（2）11 女子 自由形  100m 13才

平山　莉名           ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ              中学（1）12 女子 自由形   50m 12才

中学（1）13 女子 自由形  100m 12才

川上　麻緒           ｶﾜｶﾐ ﾏｵ              小学（6）14 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）15 女子 平泳ぎ  100m 11才

竹谷　結羽           ﾀｹﾀﾆ ﾕｳ              小学（5）16 女子 自由形   50m 11才

小学（5）17 女子 自由形  100m 11才

登日ひな乃           ﾄﾋﾞ ﾋﾅﾉ              小学（5）18 女子 自由形   50m 11才

小学（5）19 女子 平泳ぎ   50m 11才

西田　千咲           ﾆｼﾀﾞ ﾁｻ              小学（5）20 女子 自由形   50m 10才

小学（5）21 女子 自由形  100m 10才

谷池　葵衣           ﾀﾆｲｹ ｱｵｲ             小学（4）22 女子 自由形   50m 10才

小学（4）23 女子 自由形  100m 10才
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