
平成28年度兵庫県長水路公式記録会登録団体別申込種目一覧表

26504
氏名: カナ: 学校:No.:

くずは男山
性別: 申込種目:

川崎　甲斐           ｶﾜｻｷ ｶｲ              中学（2）1 男子 自由形   50m 13才

中学（2）2 男子 自由形  100m 13才

戸田　　晶           ﾄﾀﾞ ｱｷﾗ              中学（1）3 男子 自由形   50m 12才

中学（1）4 男子 自由形  100m 12才

西村　海政           ﾆｼﾑﾗ ｶｲｾｲ            小学（5）5 男子 自由形   50m 11才

小学（5）6 男子 自由形  100m 11才

高橋　陽己           ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ             小学（5）7 男子 自由形   50m 10才

小学（5）8 男子 個人メドレー  200m 10才

村松　尚樹           ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵｷ             小学（4）9 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）10 男子 個人メドレー  200m 10才

宮川　卓也           ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｸﾔ            小学（4）11 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）12 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

北村　寿来           ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾗ            中学（3）13 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）14 女子 自由形  200m 15･16才

見勢　未遥           ﾐｾ ﾐﾊﾙ               中学（3）15 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）16 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

大林向日葵           ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ          中学（3）17 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）18 女子 バタフライ  200m 15･16才

北野　瑠子           ｷﾀﾉ ﾙｺ               中学（2）19 女子 自由形   50m 14才

中学（2）20 女子 自由形  100m 14才

渡会　円香           ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ            中学（2）21 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）22 女子 背泳ぎ  200m 14才

渡会　美琴           ﾜﾀﾗｲ ﾐｺﾄ             小学（6）23 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）24 女子 個人メドレー  200m 12才

久髙　　凜           ｸﾀﾞｶ ﾘﾝ              小学（6）25 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）26 女子 平泳ぎ  100m 11才

細野万菜美           ﾎｿﾉ ﾏﾅﾐ              小学（6）27 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）28 女子 バタフライ  100m 11才

星野しづる           ﾎｼﾉ ｼﾂﾞﾙ             小学（5）29 女子 自由形   50m 11才

小学（5）30 女子 個人メドレー  200m 11才

和田　　葵           ﾜﾀﾞ ｱｵｲ              小学（5）31 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）32 女子 個人メドレー  200m 10才

中瀬　　結           ﾅｶｾ ﾕｲ               小学（5）33 女子 自由形   50m 10才

小学（5）34 女子 背泳ぎ   50m 10才

廣田　静香           ﾋﾛﾀ ｼｽﾞｶ             小学（5）35 女子 自由形  100m 10才

小学（5）36 女子 背泳ぎ   50m 10才

井手　涼乃           ｲﾃﾞ ｽｽﾞﾉ             小学（4）37 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）38 女子 バタフライ   50m 10才

細野美咲輝           ﾎｿﾉ ﾐｻｷ              小学（4）39 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）40 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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平成28年度兵庫県長水路公式記録会登録団体別申込種目一覧表

27204
氏名: カナ: 学校:No.:

パンジョＳＣ
性別: 申込種目:

中井　颯人           ﾅｶｲ ﾊﾔﾄ              中学（3）1 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）2 男子 バタフライ  200m 14才

木原　　陸           ｷﾊﾗ ﾘｸ               中学（2）3 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）4 男子 平泳ぎ  200m 14才

橋本　龍和           ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾄ            中学（2）5 男子 自由形  200m 14才

中学（2）6 男子 個人メドレー  400m 14才

小森　大矢           ｺﾓﾘ ﾀﾞｲﾔ             小学（6）7 男子 自由形  100m 12才

小学（6）8 男子 自由形  200m 12才

池田　萌花           ｲｹﾀﾞ ﾎﾉｶ             中学（2）9 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）10 女子 背泳ぎ  200m 14才

千住　響子           ｾﾝｼﾞｭｳ ｷｮｳｺ          中学（2）11 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）12 女子 平泳ぎ  200m 14才

足立　　円           ｱﾀﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ            中学（2）13 女子 自由形  200m 13才

中学（2）14 女子 自由形  400m 13才

高辺ひなた           ﾀｶﾍﾞ ﾋﾅﾀ             中学（2）15 女子 自由形   50m 13才

中学（2）16 女子 自由形  100m 13才

橋本　風夏           ﾊｼﾓﾄ ﾌｳｶ             中学（1）17 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）18 女子 バタフライ  200m 13才

藤原　奈々           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ             小学（6）19 女子 自由形   50m 11才

小学（6）20 女子 バタフライ  100m 11才

27207
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾌｨｯﾄﾈｽ21
性別: 申込種目:

池田　晶一           ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ           高校（2）1 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

ヒギンｽﾞ紗武         ﾋｷﾞﾝｽﾞ ｻﾑ            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 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

黒土　大記           ｸﾛﾂﾁ ﾋﾛｷ             中学（3）5 男子 自由形   50m 14才

中学（3）6 男子 自由形  100m 14才

井上　丈翔           ｲﾉｳｴ ﾀｹﾄ             中学（3）7 男子 自由形   50m 14才

中学（3）8 男子 バタフライ   50m 14才

森本　誠也           ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾔ             中学（2）9 男子 自由形   50m 13才

中学（2）10 男子 バタフライ   50m 13才
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27223
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＴＶ豊中
性別: 申込種目:

川口　颯太           ｶﾜｸﾞﾁ ｿｳﾀ            中学（3）1 男子 自由形  100m 14才

中学（3）2 男子 自由形  200m 14才

吉田　悠介           ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ            中学（2）3 男子 自由形  200m 13才

中学（2）4 男子 自由形  400m 13才

三宅　聡史           ﾐﾔｹ ｻﾄｼ              中学（1）5 男子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）6 男子 平泳ぎ  100m 12才

森本　栗生           ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾂｷ             中学（1）7 男子 自由形   50m 12才

中学（1）8 男子 自由形  100m 12才

松野　楓史           ﾏﾂﾉ ﾌｳｼ              中学（1）9 男子 バタフライ   50m 12才

中学（1）10 男子 バタフライ  100m 12才

安藤　颯斗           ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ            小学（6）11 男子 自由形   50m 12才

小学（6）12 男子 自由形  100m 12才

高木　　陸           ﾀｶｷ ﾘｸ               小学（6）13 男子 自由形  200m 11才

小学（6）14 男子 バタフライ  100m 11才

西垣　悠大           ﾆｼｶﾞｷ ﾊﾙﾄ            小学（6）15 男子 自由形  100m 11才

小学（6）16 男子 自由形  200m 11才

浜崎　光生           ﾊﾏｻﾞｷ ｺｳｷ            小学（5）17 男子 自由形   50m 11才

小学（5）18 男子 個人メドレー  200m 11才

安田　陽翔           ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ             小学（5）19 男子 自由形   50m 11才

小学（5）20 男子 バタフライ   50m 11才

當　　　基           ｱﾀﾘ ﾊｼﾞﾒ             小学（5）21 男子 自由形   50m 10才

小学（5）22 男子 背泳ぎ   50m 10才

池浦　光汰           ｲｹｳﾗ ｺｳﾀ             小学（4）23 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）24 男子 個人メドレー  200m 10才

川﨑成一郎           ｶﾜｻｷ ｾｲｲﾁﾛｳ          小学（4）25 男子 自由形   50m 10才

小学（4）26 男子 背泳ぎ   50m 10才

木村　佳華           ｷﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ             小学（4）27 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）28 男子 個人メドレー  200m 9才以下

與那嶺天音           ﾖﾅﾐﾈ ｱﾏﾈ             中学（3）29 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）30 女子 自由形  100m 15･16才

東條　結稀           ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕｳｷ           中学（3）31 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）32 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

白井菜緒子           ｼﾗｲ ﾅｵｺ              中学（3）33 女子 自由形   50m 14才

中学（3）34 女子 自由形  100m 14才

山本愛恵里           ﾔﾏﾓﾄ ｱｴﾘ             中学（2）35 女子 自由形  100m 14才

中学（2）36 女子 自由形  200m 14才

和口　桃子           ﾜｸﾞﾁ ﾓﾓｺ             中学（1）37 女子 自由形  100m 13才

中学（1）38 女子 自由形  200m 13才

吉井　希映           ﾖｼｲ ｷｴ               中学（1）39 女子 自由形  100m 12才

中学（1）40 女子 自由形  200m 12才

中村菜々華           ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｶ             中学（1）41 女子 自由形  100m 12才

中学（1）42 女子 自由形  200m 12才

山内あかり           ﾔﾏｳﾁ ｱｶﾘ             小学（6）43 女子 自由形   50m 12才

小学（6）44 女子 自由形  100m 12才

小松　咲良           ｺﾏﾂ ｻｸﾗ              小学（6）45 女子 自由形  100m 12才

小学（6）46 女子 背泳ぎ   50m 12才

福島　美悠           ﾌｸｼﾏ ﾐﾕ              小学（6）47 女子 自由形  100m 12才

小学（6）48 女子 自由形  200m 12才

萩原　日和           ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾖﾘ            小学（6）49 女子 自由形  100m 11才
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萩原　日和           ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾖﾘ            小学（6）50 女子 自由形  200m 11才

大山　祐季           ｵｵﾔﾏ ﾕｷ              小学（6）51 女子 自由形  100m 11才

小学（6）52 女子 自由形  200m 11才

前山　莉衣           ﾏｴﾔﾏ ﾘｴ              小学（5）53 女子 自由形  100m 10才

小学（5）54 女子 自由形  200m 10才

松野利依寧           ﾏﾂﾉ ﾘｲﾈ              小学（5）55 女子 バタフライ   50m 10才

小学（5）56 女子 バタフライ  100m 10才

古八　咲季           ﾌﾙﾊﾁ ｻｷ              小学（5）57 女子 自由形  100m 10才

小学（5）58 女子 自由形  200m 10才

小野　春花           ｵﾉ ﾊﾙｶ               小学（5）59 女子 自由形   50m 10才

小学（5）60 女子 バタフライ   50m 10才

浜崎　友結           ﾊﾏｻﾞｷ ﾕｲ             小学（4）61 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）62 女子 平泳ぎ  100m 9才以下

稲垣　　匠 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｸﾐ 中学（2）63 男子 自由形   50m 14才

中学（2）64 男子 自由形  100m 14才

27228
氏名: カナ: 学校:No.:

コスパさかい
性別: 申込種目:

篠崎　航介           ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｽｹ           中学（3）1 男子 自由形  100m 14才

中学（3）2 男子 バタフライ   50m 14才

上田　純平           ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         中学（2）3 男子 自由形   50m 14才

中学（2）4 男子 自由形  100m 14才

大浦　颯喜           ｵｵｳﾗ ﾘｭｳｷ            中学（2）5 男子 自由形  200m 13才

中学（2）6 男子 自由形  400m 13才

野瀬　明伸           ﾉｾ ｱｷﾉﾌﾞ             小学（6）7 男子 自由形   50m 11才

金森　智行           ｶﾅﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ            小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 11才

生澤　和也           ｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ            小学（5）9 男子 バタフライ   50m 10才

小学（5）10 男子 バタフライ  100m 10才

吉岡　佑起           ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ             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

堀川　舜介           ﾎﾘｶﾜ ｼｭﾝｽｹ           小学（3）13 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）14 男子 個人メドレー  200m 9才以下

久内亜也佳           ｷｭｳﾅｲ ｱﾔｶ            小学（5）15 女子 自由形  100m 10才

小学（5）16 女子 背泳ぎ   50m 10才

27526
氏名: カナ: 学校:No.:

のびやか健康館
性別: 申込種目:

竹本　優樹           ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ             中学（1）1 男子 自由形   50m 13才

中学（1）2 男子 バタフライ   50m 13才

大谷　陽生           ｵｵﾀﾆ ﾖｳｾｲ            小学（6）3 男子 自由形   50m 12才

土井　煌陽           ﾄﾞｲ ｺｳﾖｳ             小学（6）4 男子 自由形  100m 11才

小学（6）5 男子 個人メドレー  200m 11才

小木　瑞穂           ｵｷﾞ ﾐｽﾞﾎ             中学（2）6 女子 自由形   50m 14才

中学（2）7 女子 自由形  100m 14才

野中　菜摘           ﾉﾅｶ ﾅﾂﾐ              中学（2）8 女子 自由形   50m 14才

中学（2）9 女子 平泳ぎ  100m 14才

森中　美里           ﾓﾘﾅｶ ﾐﾘ              中学（1）10 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）11 女子 平泳ぎ  100m 12才

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（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
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28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別: 申込種目:

山田　欽太           ﾔﾏﾀﾞ ｷﾝﾀ             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

伊藤　陸人           ｲﾄｳ ﾘｸﾄ              中学（3）3 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）4 男子 平泳ぎ  200m 14才

日置　　凌           ﾋｵｷ 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

岡坂　大志           ｵｶｻｶ ﾀｲｼ             中学（2）7 男子 自由形  200m 14才

中学（2）8 男子 自由形  400m 14才

小野　幹太           ｵﾉ ｶﾝﾀ               中学（1）9 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）10 男子 個人メドレー  400m 13才

加谷　幹登           ｶﾔ ﾐｷﾄ               中学（1）11 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）12 男子 個人メドレー  400m 13才

西垣　太陽           ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ           中学（1）13 男子 自由形  200m 12才

中学（1）14 男子 個人メドレー  200m 12才

馬場　冬真           ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ            小学（6）15 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）16 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）17 男子 自由形   50m 11才

小学（6）18 男子 背泳ぎ   50m 11才

西田　　惺           ﾆｼﾀﾞ ｾｲ              小学（5）19 男子 平泳ぎ   50m 11才

小澤　大地           ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ            小学（5）20 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）21 男子 背泳ぎ  100m 11才

稲津　楢大           ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾀﾞｲ           小学（5）22 男子 自由形   50m 10才

小学（5）23 男子 自由形  100m 10才

大山　起瑠           ｵｵﾔﾏ ｷﾘｭｳ            小学（5）24 男子 自由形   50m 10才

小学（5）25 男子 自由形  100m 10才

野々村恭乙           ﾉﾉﾑﾗ ﾕｷﾄ             小学（4）26 男子 自由形   50m 10才

小学（4）27 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）28 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）29 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

南殿　康喜           ﾅﾝﾃﾞﾝ ｺｳｷ            小学（4）30 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）31 男子 個人メドレー  200m 9才以下

鳴瀬　　朗           ﾅﾙｾ ﾄｷ               小学（3）32 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）33 男子 個人メドレー  200m 9才以下

森　　芙香           ﾓﾘ ﾌｳｶ               高校（1）34 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）35 女子 自由形  400m 15･16才

馬場　ゆき           ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ              中学（2）36 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）37 女子 個人メドレー  400m 13才

梶田　紫夕           ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ             中学（1）38 女子 自由形   50m 12才

中学（1）39 女子 自由形  100m 12才

西山　もえ           ﾆｼﾔﾏ ﾓｴ              小学（6）40 女子 自由形   50m 11才

小学（6）41 女子 個人メドレー  200m 11才

藤本　祥花           ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ            小学（5）42 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）43 女子 背泳ぎ  100m 11才

大本　歩花           ｵｵﾓﾄ ﾎﾉｶ             小学（5）44 女子 自由形   50m 11才

黒木　優愛           ｸﾛｷ ﾕｳｱ              小学（5）45 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）46 女子 個人メドレー  200m 11才

秋庭ひなた           ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ             小学（5）47 女子 自由形   50m 10才

小学（5）48 女子 自由形  100m 10才

斉藤　　舞           ｻｲﾄｳ ﾏｲ              小学（4）49 女子 背泳ぎ   50m 10才
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斉藤　　舞           ｻｲﾄｳ ﾏｲ              小学（4）50 女子 平泳ぎ   50m 10才

石川　誠子           ｲｼｶﾜ ｾｲｺ             小学（4）51 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）52 女子 バタフライ   50m 9才以下

28804
氏名: カナ: 学校:No.:

明石ＳＳ
性別: 申込種目:

今川　竣平           ｲﾏｶﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ         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 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

木村　元春           ｷﾑﾗ ﾓﾄﾊﾙ             高校（1）3 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

田中　大貴           ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ             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

藤田　凌輔           ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ           高校（1）7 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）8 男子 個人メドレー  400m 15･16才

當麻　琉偉           ﾄｳﾏ ﾙｲ               高校（1）9 男子 自由形   50m 15･16才

立花　唯翔           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｲﾄ            高校（1）10 男子 バタフライ  200m 15･16才

須田　一帆           ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾎ             中学（2）11 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）12 男子 背泳ぎ  100m 14才

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

立花　彩翔           ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔﾄ            中学（2）14 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）15 男子 個人メドレー  400m 13才

藤田　修平           ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ           中学（2）16 男子 自由形   50m 13才

盛山　　遼           ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ             中学（2）17 男子 自由形   50m 13才

中学（2）18 男子 個人メドレー  200m 13才

三宅　啓介           ﾐﾔｹ ｹｲｽｹ             小学（6）19 男子 バタフライ   50m 12才

泉　　昂志           ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ             小学（6）20 男子 自由形  100m 12才

小学（6）21 男子 平泳ぎ  100m 12才

渡邊　洸輝           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ            小学（6）22 男子 自由形   50m 11才

小学（6）23 男子 個人メドレー  200m 11才

中江　悠太           ﾅｶｴ ﾕｳﾀ              小学（6）24 男子 自由形   50m 11才

金田　晃亮           ｷﾝﾀ ｺｳｽｹ             小学（6）25 男子 自由形   50m 11才

小学（6）26 男子 背泳ぎ   50m 11才

藤原　　匠           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ            小学（6）27 男子 自由形   50m 11才

松岡　健太           ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ             小学（5）28 男子 バタフライ   50m 10才

惣輪　　温           ｿﾜ ｱﾂｷ               小学（4）29 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）30 男子 個人メドレー  200m 9才以下

松岡　颯人           ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ             小学（3）31 男子 自由形   50m 9才以下

横山　未結           ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ              高校（1）32 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）33 女子 自由形  100m 15･16才

今川　愛子           ｲﾏｶﾞﾜ ｱｲｺ            中学（3）34 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）35 女子 個人メドレー  200m 15･16才

木村　天美           ｷﾑﾗ ｱﾐ               中学（3）36 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）37 女子 平泳ぎ  200m 14才

横山　玲奈           ﾖｺﾔﾏ ﾚﾅ              中学（3）38 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（3）39 女子 個人メドレー  200m 14才

中村　仁姫           ﾅｶﾑﾗ ﾆｷ              中学（2）40 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）41 女子 個人メドレー  200m 14才

藤田　美優           ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ              小学（5）42 女子 自由形   50m 10才

小学（5）43 女子 背泳ぎ   50m 10才

渡邊　莉咲           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻｷ            小学（4）44 女子 自由形   50m 10才

小学（4）45 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）46 女子 自由形   50m 9才以下
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28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ
性別: 申込種目:

金丸　尚樹           ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ             中学（3）1 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 14才

松本　　陸           ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ              中学（2）3 男子 自由形   50m 13才

中学（2）4 男子 自由形  200m 13才

八木　大輝           ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ             中学（2）5 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）6 男子 個人メドレー  400m 13才

川越　悠河           ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ           中学（1）7 男子 自由形  200m 13才

中学（1）8 男子 自由形  400m 13才

吉田　光佑           ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ            中学（1）9 男子 自由形   50m 12才

中学（1）10 男子 自由形  100m 12才

松本　大典           ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ           小学（6）11 男子 自由形   50m 12才

小学（6）12 男子 自由形  100m 12才

大迫　波瑠           ｵｵｻｺ ﾊﾙ              小学（6）13 男子 自由形   50m 12才

小学（6）14 男子 背泳ぎ   50m 12才

小川　大貴           ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ             小学（6）15 男子 平泳ぎ  100m 11才

小学（6）16 男子 個人メドレー  200m 11才

玉村颯一朗           ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ          小学（5）17 男子 自由形   50m 11才

太田　亘紀           ｵｵﾀ ｺｳｷ              小学（5）18 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）19 男子 平泳ぎ  100m 10才

大宮　詩央           ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ             小学（4）20 男子 自由形   50m 10才

小学（4）21 男子 バタフライ   50m 10才

吉田　圭佑           ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ            小学（4）22 男子 自由形   50m 10才

今井　詠奏           ｲﾏｲ ｳﾀ               小学（3）23 男子 自由形   50m 9才以下

上田禮次郎           ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ          小学（2）24 男子 自由形   50m 9才以下

前川　麗奈           ﾏｴｶﾜ ﾚﾅ              中学（3）25 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）26 女子 平泳ぎ  200m 14才

玉村　晴紀           ﾀﾏﾑﾗ ﾊﾙｷ             中学（3）27 女子 自由形  100m 14才

中学（3）28 女子 バタフライ  100m 14才

岩崎　文音           ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ             中学（3）29 女子 自由形  100m 14才

中学（3）30 女子 バタフライ  100m 14才

北山ひより           ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ             中学（2）31 女子 自由形  100m 13才

中学（2）32 女子 自由形  200m 13才

小川　桃香           ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ             中学（2）33 女子 自由形  100m 13才

中学（2）34 女子 自由形  200m 13才

入江　綾音           ｲﾘｴ ｱﾔﾈ              中学（1）35 女子 自由形  100m 12才

中学（1）36 女子 自由形  200m 12才

岡部　仁胡           ｵｶﾍﾞ ﾆｺ              小学（6）37 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）38 女子 バタフライ   50m 12才

東　　綾音           ｱｽﾞﾏ ｱﾔﾈ             小学（6）39 女子 自由形   50m 11才

小学（6）40 女子 背泳ぎ   50m 11才

石橋　由徠           ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ             小学（5）41 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）42 女子 バタフライ  100m 11才

長﨑　　葵           ﾅｶﾞｻｷ ｱｵｲ            小学（5）43 女子 自由形   50m 11才

小学（5）44 女子 背泳ぎ   50m 11才

小坂田　愛           ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ             小学（5）45 女子 平泳ぎ   50m 11才

上田　華蓮           ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ             小学（5）46 女子 自由形   50m 10才

小学（5）47 女子 自由形  100m 10才

前田　夏風           ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ             小学（5）48 女子 自由形   50m 10才

小学（5）49 女子 自由形  100m 10才
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中野　陽菜           ﾅｶﾉ ﾋﾅ               小学（5）50 女子 自由形   50m 10才

小学（5）51 女子 自由形  100m 10才

皐月　　涼           ｻﾂｷ ｽｽﾞ              小学（5）52 女子 自由形   50m 10才

小学（5）53 女子 平泳ぎ   50m 10才

坂本　麻衣           ｻｶﾓﾄ ﾏｲ              小学（4）54 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）55 女子 平泳ぎ   50m 10才

河野　真奈           ｶﾜﾉ ﾏﾅ               小学（4）56 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）57 女子 バタフライ   50m 9才以下

28813
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ甲南山手
性別: 申込種目:

小寺　恒輝           ｺﾃﾗ ｺｳｷ              高校（1）1 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）2 男子 自由形  400m 15･16才

江角　星来           ｴｽﾐ ｾｲﾗ              小学（6）3 男子 自由形   50m 12才

小学（6）4 男子 自由形  100m 12才

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

小学（5）6 男子 自由形  100m 10才

笠松　咲蘭           ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ             中学（3）7 女子 自由形  200m 14才

中学（3）8 女子 自由形  400m 14才

三原梨紗子           ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ              中学（1）9 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）10 女子 バタフライ  200m 13才

金本　美先           ｶﾈﾓﾄ ﾐﾕｷ             中学（1）11 女子 自由形  100m 12才

中学（1）12 女子 自由形  200m 12才

上村　聖奈           ｳｴﾑﾗ ｾﾅ              中学（1）13 女子 自由形  100m 12才

中学（1）14 女子 自由形  200m 12才

松村　幸音           ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾈ             小学（6）15 女子 自由形  100m 11才

小学（6）16 女子 自由形  200m 11才

井上　　奏           ｲﾉｳｴ ｿｳ              小学（3）17 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）18 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別: 申込種目:

岡井　夏凜           ｵｶｲ ｶﾘﾝ              小学（6）1 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）2 女子 平泳ぎ  100m 12才
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28816
氏名: カナ: 学校:No.:

S･ﾊﾟﾃｨｵ
性別: 申込種目:

上岡　颯太           ｶﾐｵｶ ｿｳﾀ             小学（6）1 男子 自由形   50m 12才

小学（6）2 男子 平泳ぎ   50m 12才

中野　誠斗           ﾅｶﾉ ﾏｻﾄ              小学（5）3 男子 バタフライ   50m 10才

小学（5）4 男子 個人メドレー  200m 10才

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

小学（5）6 男子 個人メドレー  200m 10才

吉野　恭平           ﾖｼﾉ ｷｮｳﾍｲ            小学（4）7 男子 個人メドレー  200m 9才以下

今田　亜優           ｲﾏﾀﾞ ｱﾕ              小学（6）8 女子 自由形   50m 12才

小学（6）9 女子 背泳ぎ   50m 12才

加納　世羅           ｶﾉｳ ｾﾗ               小学（5）10 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）11 女子 個人メドレー  200m 11才

高柳　涼凪           ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞﾅ          小学（5）12 女子 自由形   50m 11才

小学（5）13 女子 平泳ぎ   50m 11才

大濵　心花           ｵｵﾊﾏ ｻﾈｶ             小学（5）14 女子 自由形   50m 11才

小学（5）15 女子 背泳ぎ   50m 11才

高谷　香帆           ﾀｶﾔ ｶﾎ               小学（5）16 女子 自由形   50m 10才

小学（5）17 女子 自由形  100m 10才

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 12才

中学（1）2 男子 自由形  100m 12才

28820
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西宮
性別: 申込種目:

佐伯　拓夢           ｻｴｷ ﾀｸﾑ              大学（1）1 男子 自由形  200m 一般

大学（1）2 男子 自由形  400m 一般

西谷　京祐           ﾆｼﾀﾆ ｷｮｳｽｹ           中学（1）3 男子 背泳ぎ   50m 12才

八田　圭人           ﾊｯﾀ ｹｲﾄ              中学（1）4 男子 自由形   50m 12才

吉武勇太朗           ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ           中学（1）5 男子 自由形  200m 12才

水口　　唯           ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ            中学（1）6 男子 自由形   50m 12才

重見　拓丈           ｼｹﾞﾐ ﾀｸﾋﾛ            小学（6）7 男子 自由形   50m 12才

廣瀬　友海           ﾋﾛｾ ﾕｳ               小学（6）8 男子 自由形   50m 11才

近藤　璃空           ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ             小学（5）9 男子 自由形   50m 10才

内本　　輝           ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ             小学（5）10 男子 自由形   50m 10才

田島　壱成           ﾀｼﾞﾏ ｲｯｾｲ            小学（5）11 男子 バタフライ   50m 10才

吉武伸之助           ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ           小学（3）12 男子 自由形   50m 9才以下

五十嵐京子           ｲｶﾞﾗｼ ｷｮｳｺ           小学（5）13 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）14 女子 バタフライ   50m 11才
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28821
氏名: カナ: 学校:No.:

BIG-S姫路
性別: 申込種目:

縄田　大翔           ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ              中学（2）1 男子 自由形  200m 13才

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 13才

稗田　凌吾           ﾋｴﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ           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

縄田　颯悟           ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ             小学（5）5 男子 自由形   50m 11才

小学（5）6 男子 自由形  100m 11才

小川　大和           ｵｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ             小学（5）7 男子 自由形  200m 10才

小学（5）8 男子 個人メドレー  200m 10才

縄田　航希           ﾅﾜﾀ ｺｳｷ              小学（2）9 男子 自由形   50m 9才以下

小学（2）10 男子 バタフライ   50m 9才以下

石川　茶美           ｲｼｶﾜ ﾁｬﾐ             中学（1）11 女子 自由形  200m 12才

中学（1）12 女子 バタフライ  100m 12才

安森　　葵           ﾔｽﾓﾘ ｱｵｲ             中学（1）13 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）14 女子 平泳ぎ  100m 12才

小川　　栞           ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ             小学（6）15 女子 自由形  100m 12才

小学（6）16 女子 自由形  200m 12才

西垣　志保           ﾆｼｶﾞｷ ｼﾎ             小学（6）17 女子 自由形  200m 12才

小学（6）18 女子 背泳ぎ  100m 12才
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28822
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路スポーツ
性別: 申込種目:

大倉　翔馬           ｵｵｸﾗ ｼｮｳﾏ            中学（3）1 男子 自由形  100m 14才

中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 14才

白根　兵悟           ｼﾗﾈ ﾋｮｳｺﾞ            中学（2）3 男子 自由形  200m 14才

中学（2）4 男子 自由形  400m 14才

増本　　高           ﾏｽﾓﾄ ｶｷﾞﾘ            中学（2）5 男子 自由形  200m 14才

中学（2）6 男子 自由形  400m 14才

加野　翔大           ｶﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ            中学（2）7 男子 自由形  100m 14才

中学（2）8 男子 自由形  200m 14才

濱野　瑠亜           ﾊﾏﾉ ﾙｱ               中学（1）9 男子 自由形  100m 12才

中学（1）10 男子 背泳ぎ  100m 12才

髙瀬　慶太           ﾀｶｾ ｹｲﾀ              中学（1）11 男子 背泳ぎ  100m 12才

中学（1）12 男子 個人メドレー  200m 12才

髙瀬　稜太           ﾀｶｾ ﾘｮｳﾀ             中学（1）13 男子 平泳ぎ  100m 12才

中学（1）14 男子 個人メドレー  200m 12才

大倉　瑞輝           ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ            中学（1）15 男子 背泳ぎ  100m 12才

中学（1）16 男子 個人メドレー  200m 12才

木南　綾人           ｷﾅﾐ ｱﾔﾄ              小学（5）17 男子 自由形   50m 11才

藤田康太郎           ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ           小学（5）18 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）19 男子 個人メドレー  200m 10才

山中　裕介           ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｽｹ            小学（5）20 男子 自由形   50m 10才

小学（5）21 男子 背泳ぎ   50m 10才

西川　翔己           ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ            小学（4）22 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）23 男子 個人メドレー  200m 10才

大倉　凜佑           ｵｵｸﾗ ﾘｳ              小学（4）24 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）25 男子 個人メドレー  200m 10才

藤尾　和輝           ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞｷ            小学（4）26 男子 自由形   50m 10才

板橋　飛翔           ｲﾀﾊｼ ｶｹﾙ             小学（4）27 男子 個人メドレー  200m 9才以下

田畑　なる           ﾀﾊﾀ ﾅﾙ               中学（2）28 女子 自由形  400m 13才

中学（2）29 女子 バタフライ  200m 13才

治田　柚菜           ｼﾞﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ            中学（2）30 女子 自由形  100m 13才

中学（2）31 女子 バタフライ   50m 13才

小林　幸愛           ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｱ            小学（6）32 女子 自由形   50m 12才

小学（6）33 女子 自由形  100m 12才

加野　柚葉           ｶﾉ ﾕｽﾞﾊ              小学（6）34 女子 自由形   50m 11才

小学（6）35 女子 自由形  100m 11才

竹口　友菜           ﾀｹｸﾞﾁ ﾕﾅ             小学（5）36 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）37 女子 個人メドレー  200m 10才

黒木　郁奈           ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ             小学（5）38 女子 バタフライ   50m 10才

小学（5）39 女子 個人メドレー  200m 10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     ｳｴﾀﾞﾃﾘｴﾝ ｱﾗﾔ         大学（2）1 男子 自由形  200m 一般

大学（2）2 男子 背泳ぎ  100m 一般

重塚　　笙           ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ            中学（1）3 男子 自由形  100m 13才

中学（1）4 男子 個人メドレー  200m 13才

河口　和樹           ｺｳｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ           中学（1）5 男子 自由形   50m 12才

中学（1）6 男子 自由形  100m 12才

竹林　太一           ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ           中学（1）7 男子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）8 男子 背泳ぎ  100m 12才

鯛谷　修平           ﾀｲﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ           小学（6）9 男子 自由形  100m 12才

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 12才

尾﨑　智大           ｵｻｷ ﾁﾋﾛ              小学（6）11 男子 自由形   50m 12才

小学（6）12 男子 自由形  100m 12才

山下　諒馬           ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾏ            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

古田　　結           ﾌﾙﾀ ﾕｲ               小学（6）15 男子 自由形   50m 11才

小学（6）16 男子 自由形  100m 11才

大畑　悠眞           ｵｵﾊﾀ ﾕｳｼﾞﾝ           小学（5）17 男子 自由形   50m 11才

小学（5）18 男子 自由形  100m 11才

山岡　大晟           ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ            小学（5）19 男子 自由形   50m 10才

小学（5）20 男子 バタフライ   50m 10才

山北　陽生           ﾔﾏｷﾀ ﾊﾙｷ             小学（5）21 男子 自由形   50m 10才

小学（5）22 男子 背泳ぎ   50m 10才

大石　　快           ｵｵｲｼ ｶｲ              小学（5）23 男子 自由形   50m 10才

小学（5）24 男子 平泳ぎ   50m 10才

前川　大和           ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ             小学（3）25 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）26 男子 バタフライ   50m 9才以下

中筋　梨緒           ﾅｶｽｼﾞ ﾘｵ             中学（2）27 女子 自由形   50m 14才

中学（2）28 女子 自由形  100m 14才

豊山　杏美           ﾄﾖﾔﾏ ｱﾐ              中学（2）29 女子 自由形  200m 14才

中学（2）30 女子 自由形  400m 14才

井ノ上菜々華         ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ             中学（1）31 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）32 女子 背泳ぎ  100m 12才

松村　もえ           ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ              中学（1）33 女子 平泳ぎ   50m 12才

下村　真彩           ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ             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

武内みなみ           ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ             小学（6）36 女子 自由形   50m 12才

小学（6）37 女子 自由形  100m 12才

西河　輝峰           ﾆｼｶﾜ ｷﾎ              小学（6）38 女子 背泳ぎ  100m 11才

小学（6）39 女子 バタフライ  100m 11才

松本　悠里           ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ              小学（5）40 女子 自由形   50m 11才

小学（5）41 女子 平泳ぎ   50m 11才

水上　仁乃           ﾐｽﾞｶﾐ ﾆﾉ             小学（5）42 女子 自由形   50m 10才

小学（5）43 女子 平泳ぎ   50m 10才

衛門　果穂           ｴﾓﾝ ｶﾎ               小学（5）44 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）45 女子 個人メドレー  200m 10才

井ノ上萌々華         ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ             小学（4）46 女子 自由形   50m 9才以下

川崎　なな           ｶﾜｻｷ ﾅﾅ              小学（3）47 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）48 女子 バタフライ   50m 9才以下
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28825
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ明石
性別: 申込種目:

森本　貴大           ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ             高校（1）1 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）2 男子 個人メドレー  200m 15･16才

平崎　翔太           ﾋﾗｻｷ ｼｮｳﾀ            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

西村　大和           ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ             中学（3）5 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）6 男子 自由形  200m 15･16才

井上　大空           ｲﾉｳｴ ｿﾗ              中学（3）7 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）8 男子 自由形  200m 15･16才

岡田　謙吾           ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ            中学（3）9 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（3）10 男子 背泳ぎ  200m 14才

川﨑　逸生           ｶﾜｻｷ ｲﾂｷ             中学（3）11 男子 自由形  200m 14才

中学（3）12 男子 自由形  400m 14才

藤原　大彰           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ           中学（3）13 男子 自由形  100m 14才

中学（3）14 男子 バタフライ  200m 14才

樽屋　賢汰           ﾀﾙﾔ ｹﾝﾀ              中学（2）15 男子 自由形   50m 14才

中学（2）16 男子 自由形  200m 14才

廣澤　虎汰           ﾋﾛｻﾜ ｺｳﾀ             中学（2）17 男子 自由形   50m 13才

中学（2）18 男子 自由形  100m 13才

末光　勇翔           ｽｴﾐﾂ ﾕｳﾄ             中学（2）19 男子 自由形  100m 13才

中学（2）20 男子 個人メドレー  200m 13才

村上　柚希           ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ            小学（6）21 男子 バタフライ   50m 11才

小学（6）22 男子 バタフライ  100m 11才

末光　唯楓           ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ            小学（6）23 男子 自由形  200m 11才

小学（6）24 男子 背泳ぎ  100m 11才

原田　壮大           ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ             小学（5）25 男子 自由形   50m 11才

小学（5）26 男子 バタフライ   50m 11才

塩谷　　陽           ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ              小学（5）27 男子 自由形  100m 11才

小学（5）28 男子 背泳ぎ  100m 11才

廣澤　将真           ﾋﾛｻﾜ ｼｮｳﾏ            小学（5）29 男子 自由形   50m 10才

小学（5）30 男子 背泳ぎ   50m 10才

大岡　悠真           ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ             小学（4）31 男子 自由形   50m 10才

小学（4）32 男子 バタフライ   50m 10才

土田　卓実           ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ             小学（4）33 男子 自由形   50m 10才

小学（4）34 男子 背泳ぎ   50m 10才

花澤　柊太           ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ           小学（4）35 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）36 男子 個人メドレー  200m 9才以下

藤原　佳己           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ            小学（4）37 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）38 男子 バタフライ   50m 9才以下

藤原　直己           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ            小学（4）39 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）40 男子 バタフライ   50m 9才以下

大野なな実           ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ              中学（3）41 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）42 女子 自由形  400m 15･16才

内田　真樹           ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ              中学（3）43 女子 自由形  200m 14才

中学（3）44 女子 自由形  400m 14才

藤岡めばえ           ﾌｼﾞｵｶ ﾒﾊﾞｴ           中学（2）45 女子 自由形  100m 14才

中学（2）46 女子 背泳ぎ  100m 14才

藤原　優希           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ            中学（2）47 女子 自由形  100m 13才

中学（2）48 女子 個人メドレー  200m 13才

田中　　陽           ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ              小学（6）49 女子 自由形   50m 11才
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田中　　陽           ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ              小学（6）50 女子 自由形  100m 11才

岡田　璃子           ｵｶﾀﾞ ﾘｺ              小学（5）51 女子 自由形   50m 10才

藤井　日菜           ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ              小学（5）52 女子 自由形   50m 10才

小学（5）53 女子 バタフライ   50m 10才

勝部ちなり           ｶﾂﾍﾞ ﾁﾅﾘ             小学（4）54 女子 個人メドレー  200m 9才以下

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 背泳ぎ  200m 15･16才

中学（3）2 男子 個人メドレー  400m 15･16才

星加龍之介           ﾎｼｶ ﾘｭｳﾉｽｹ           中学（3）3 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）4 男子 個人メドレー  400m 14才

江副　澪音           ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ             中学（1）5 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）6 男子 平泳ぎ  200m 13才

長島京志郎           ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ         中学（1）7 男子 自由形  100m 13才

中学（1）8 男子 自由形  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  100m 13才

中学（1）10 男子 自由形  200m 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 バタフライ  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 自由形  200m 12才

村上　汰晟           ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ            中学（1）15 男子 自由形  400m 12才

中学（1）16 男子 背泳ぎ  100m 12才

上村　樹輝           ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭｷ            小学（6）17 男子 自由形   50m 11才

小学（6）18 男子 自由形  100m 11才

神谷　優輝           ｶﾐﾔ ﾕｳｷ              小学（4）19 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）20 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）21 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）22 男子 個人メドレー  200m 9才以下

萩原　　凜           ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ             小学（6）23 女子 自由形   50m 12才

小学（6）24 女子 背泳ぎ   50m 12才

桂　　涼羽           ｶﾂﾗ ｽｽﾞﾊ             小学（6）25 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）26 女子 バタフライ  100m 12才

神谷　優月           ｶﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ             小学（6）27 女子 自由形   50m 11才

小学（6）28 女子 自由形  100m 11才

林　　玲菜           ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ              小学（5）29 女子 自由形  100m 10才

小学（5）30 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）31 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）32 女子 個人メドレー  200m 10才
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28831
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＴＶ垂水
性別: 申込種目:

吉田　翔大           ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾀ            高校（2）1 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）2 男子 自由形  100m 15･16才

小野寺　柾           ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｷ            高校（1）3 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

増田　一心           ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｻﾈ           高校（1）5 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）6 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

小林　亮太           ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ           高校（1）7 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）8 男子 自由形  400m 15･16才

前田　涼太           ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ            小学（6）9 男子 自由形   50m 11才

梅﨑　大樹           ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ            小学（5）10 男子 自由形  200m 11才

小学（5）11 男子 個人メドレー  200m 11才

松本　匠真           ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ            小学（5）12 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）13 男子 平泳ぎ  100m 10才

向井　日菜           ﾑｶｲ ﾋﾅ               高校（1）14 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）15 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

中ノ瀨結菜           ﾅｶﾉｾ ﾕﾅ              小学（4）16 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）17 女子 自由形  100m 9才以下

梅﨑　　華           ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ             小学（3）18 女子 背泳ぎ  100m 9才以下

小学（3）19 女子 個人メドレー  200m 9才以下

28848
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ姫路
性別: 申込種目:

福田　光希           ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂｷ             中学（1）1 男子 自由形   50m 12才

中学（1）2 男子 自由形  100m 12才

山﨑　真衣           ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｲ             中学（3）3 女子 自由形  100m 14才

中学（3）4 女子 自由形  200m 14才

津田　歩季           ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ             中学（2）5 女子 自由形  200m 14才

中学（2）6 女子 自由形  400m 14才

樋口　絢音           ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ             中学（2）7 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）8 女子 平泳ぎ  200m 13才

竹中　杏羽           ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ            中学（1）9 女子 自由形  200m 13才

中学（1）10 女子 バタフライ  100m 13才

山﨑　彩花           ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ            中学（1）11 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）12 女子 背泳ぎ  200m 13才

衣笠　海音           ｷﾇｶﾞｻ ｱﾏﾈ            中学（1）13 女子 自由形   50m 12才

中学（1）14 女子 自由形  100m 12才

津田怜央菜           ﾂﾀﾞ ﾚｵﾅ              中学（1）15 女子 自由形  100m 12才

中学（1）16 女子 平泳ぎ  100m 12才

宮前　幸奈           ﾐﾔﾏｴ ﾕｷﾅ             小学（6）17 女子 自由形  100m 11才

小学（6）18 女子 自由形  200m 11才

井上　なつ           ｲﾉｳｴ ﾅﾂ              小学（5）19 女子 自由形   50m 11才

小学（5）20 女子 自由形  100m 11才

津田　陽薫           ﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ              小学（5）21 女子 自由形   50m 10才

小学（5）22 女子 個人メドレー  200m 10才
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28849
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳニホー
性別: 申込種目:

尾友　　柊           ｵﾄﾓ ｼｭｳ              中学（3）1 男子 自由形   50m 14才

中学（3）2 男子 自由形  100m 14才

川﨑　　稜           ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ             中学（2）3 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）4 男子 平泳ぎ  200m 14才

朝山　晃誠           ｱｻﾔﾏ ｺｳｾｲ            中学（1）5 男子 自由形   50m 12才

中学（1）6 男子 平泳ぎ  100m 12才

田部　想太           ﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ             小学（6）7 男子 自由形   50m 12才

廣瀬　秀平           ﾋﾛｾ ｼｭｳﾍｲ            小学（6）8 男子 自由形  100m 12才

小学（6）9 男子 自由形  200m 12才

田中　稜人           ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ             小学（5）10 男子 自由形  100m 11才

小学（5）11 男子 自由形  200m 11才

徳原　詢也           ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ           小学（5）12 男子 自由形   50m 10才

小学（5）13 男子 バタフライ   50m 10才

川﨑　拓人           ｶﾜｻｷ ﾀｸﾄ             小学（5）14 男子 自由形   50m 10才

小学（5）15 男子 バタフライ   50m 10才

金井　大和           ｶﾅｲ ﾔﾏﾄ              小学（5）16 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）17 男子 背泳ぎ  100m 10才

鳥飼　大流           ﾄﾘｶｲ ﾊﾙ              小学（5）18 男子 自由形   50m 10才

小学（5）19 男子 自由形  100m 10才

頼田　優史           ﾖﾘﾀ ﾕｳｼ              小学（4）20 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（4）21 男子 個人メドレー  200m 9才以下

連田　颯真           ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ              小学（3）22 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）23 男子 背泳ぎ  100m 9才以下

矢野佐也加           ﾔﾉ ｻﾔｶ               中学（3）24 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）25 女子 自由形  100m 15･16才

上田　裕菜           ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾅ             中学（3）26 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）27 女子 平泳ぎ  200m 14才

中谷みらの           ﾅｶﾀﾆ ﾐﾗﾉ             中学（3）28 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（3）29 女子 背泳ぎ  200m 14才

伊井莉依花           ｲｲ ﾘｲｶ               中学（3）30 女子 自由形   50m 14才

中学（3）31 女子 自由形  200m 14才

中野　帆波           ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ              中学（2）32 女子 自由形  100m 14才

中学（2）33 女子 個人メドレー  200m 14才

柴原　茉白           ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏｼﾛ            小学（6）34 女子 自由形   50m 11才

小学（6）35 女子 平泳ぎ   50m 11才

山下　希実           ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ            小学（6）36 女子 自由形  200m 11才

小学（6）37 女子 背泳ぎ   50m 11才

岡﨑　明希           ｵｶｻﾞｷ ｱｷ             小学（6）38 女子 自由形   50m 11才

小学（6）39 女子 個人メドレー  200m 11才

五十嵐　瑶           ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｶ            小学（6）40 女子 自由形  200m 11才

小学（6）41 女子 個人メドレー  200m 11才

工藤ちひろ           ｸﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ             小学（6）42 女子 背泳ぎ  100m 11才

小学（6）43 女子 バタフライ   50m 11才

下川　遥香           ｼﾓｶﾜ ﾊﾙｶ             小学（5）44 女子 自由形  100m 11才

小学（5）45 女子 個人メドレー  200m 11才

塔野　沙紀           ﾄｳﾉ ｻｷ               小学（5）46 女子 自由形   50m 10才

小学（5）47 女子 自由形  100m 10才

吉澤　果音           ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾉﾝ            小学（4）48 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）49 女子 背泳ぎ   50m 9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:

小川　　諒           ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ             高校（2）1 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）2 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

末永　航揮           ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ            中学（3）3 男子 個人メドレー  200m 15･16才

中学（3）4 男子 個人メドレー  400m 15･16才

東海　晶大           ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾀ            中学（3）5 男子 自由形  200m 14才

中学（3）6 男子 背泳ぎ  100m 14才

野田　　柊           ﾉﾀﾞ ｼｭｳ              中学（3）7 男子 自由形  200m 14才

中学（3）8 男子 自由形  400m 14才

ゴメスルアン竜輝     ｺﾞﾒｽﾙｱﾝ ﾘｭｳｷ         中学（2）9 男子 自由形  100m 13才

中学（2）10 男子 平泳ぎ  100m 13才

小川　　輝           ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ             中学（2）11 男子 自由形  200m 13才

中学（2）12 男子 背泳ぎ  200m 13才

今仲　達貴           ｲﾏﾅｶ ﾀﾂｷ             中学（2）13 男子 自由形  200m 13才

中学（2）14 男子 自由形  400m 13才

平松　一真           ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ            中学（1）15 男子 自由形   50m 12才

中学（1）16 男子 自由形  100m 12才

加治屋海翔           ｶｼﾞﾔ ｶｲﾄ             小学（6）17 男子 自由形   50m 12才

小学（6）18 男子 自由形  100m 12才

近間　洋介           ﾁｶﾏ ﾖｳｽｹ             小学（6）19 男子 自由形  100m 12才

小学（6）20 男子 自由形  200m 12才

飯野　　碧           ｲｲﾉ ｱｵｲ              小学（6）21 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）22 男子 背泳ぎ  100m 11才

吉田　貴範           ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ            小学（5）23 男子 自由形   50m 11才

小学（5）24 男子 平泳ぎ   50m 11才

山根　力丸           ﾔﾏﾈ ﾘｷﾏﾙ             小学（5）25 男子 自由形   50m 11才

小学（5）26 男子 自由形  100m 11才

近間俊之介           ﾁｶﾏ ｼｭﾝﾉｽｹ           小学（4）27 男子 自由形   50m 10才

小学（4）28 男子 バタフライ   50m 10才

登　　飛瑛           ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ             小学（4）29 男子 自由形   50m 10才

小学（4）30 男子 バタフライ   50m 10才

平井　恭香           ﾋﾗｲ ｷｮｳｶ             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

河岡　春日           ｶﾜｵｶ ﾊﾙﾋ             中学（3）33 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）34 女子 個人メドレー  400m 14才

田尻　成海           ﾀｼﾞﾘ ﾅﾙﾐ             中学（2）35 女子 自由形   50m 14才

中学（2）36 女子 自由形  100m 14才

近間　未悠           ﾁｶﾏ ﾐﾕ               中学（2）37 女子 自由形  200m 13才

中学（2）38 女子 自由形  400m 13才

和田なごみ           ﾜﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ             小学（6）39 女子 自由形   50m 11才

小学（6）40 女子 自由形  100m 11才

北川　あい           ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲ             小学（6）41 女子 自由形   50m 11才

小学（6）42 女子 自由形  100m 11才

塩見　千里           ｼｵﾐ ﾁｻﾄ              小学（6）43 女子 自由形   50m 11才

小学（6）44 女子 自由形  100m 11才

大木　咲季           ｵｵｷ ｻｷ               小学（6）45 女子 自由形   50m 11才

小学（6）46 女子 自由形  100m 11才

諏訪ひかり           ｽﾜ ﾋｶﾘ               小学（5）47 女子 自由形   50m 11才

小学（5）48 女子 バタフライ   50m 11才

仲　　綾里           ﾅｶ ｱﾔﾘ               小学（5）49 女子 自由形   50m 10才
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仲　　綾里           ﾅｶ ｱﾔﾘ               小学（5）50 女子 背泳ぎ   50m 10才

今仲　陽菜           ｲﾏﾅｶ ﾊﾙﾅ             小学（5）51 女子 自由形   50m 10才

小学（5）52 女子 バタフライ   50m 10才

一柳　咲音           ﾋﾄﾂﾔﾅｷﾞ ｻｷﾈ          小学（4）53 女子 自由形   50m 9才以下

浅川　真優           ｱｻｶﾜ ﾏﾕ              小学（4）54 女子 自由形   50m 9才以下

28862
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ太子
性別: 申込種目:

木下　成慈           ｷﾉｼﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ          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

杉本ひまり           ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ            中学（2）3 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）4 女子 背泳ぎ  200m 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 自由形  100m 12才

内海　理子           ｳﾂﾐ ﾘｺ               小学（6）7 女子 自由形   50m 11才

小学（6）8 女子 自由形  100m 11才

横内　春菜           ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾅ             小学（6）9 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）10 女子 個人メドレー  200m 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:

藤本　蒼史           ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｵｼ            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

野田　海渡           ﾉﾀﾞ ｶｲﾄ              高校（3）3 男子 自由形  200m 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

髙谷　大稀           ﾀｶﾀﾆ ﾀﾞｲｷ            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 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

村田　大季           ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ              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 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

浅野　海斗           ｱｻﾉ ｶｲﾄ              高校（1）9 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）10 男子 自由形  200m 15･16才

岡本　誉央           ｵｶﾓﾄ ﾖｵ              中学（3）11 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）12 男子 自由形  100m 15･16才

関川　　優           ｾｷｶﾞﾜ ﾕｳ             中学（3）13 男子 自由形  100m 14才

中学（3）14 男子 平泳ぎ  100m 14才

阿部　真翼           ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ              中学（2）15 男子 自由形  100m 13才

中学（2）16 男子 個人メドレー  200m 13才

中西　一太           ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ             中学（1）17 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）18 男子 平泳ぎ  200m 13才

美川　恭亮           ﾐｶﾜ ｷｮｳｽｹ            中学（1）19 男子 自由形   50m 12才

居林　優衣           ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ             高校（1）20 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）21 女子 個人メドレー  200m 15･16才

近田　佳乃           ｺﾝﾀﾞ ｶﾉ              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

江野澤千花           ｴﾉｻﾜ ﾁｯｶ             中学（2）24 女子 自由形   50m 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  100m 13才

中学（2）26 女子 バタフライ  200m 13才

小縣　愛華           ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ             中学（1）27 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）28 女子 背泳ぎ  100m 12才

西畑　秋甫           ﾆｼﾊﾀ ｱｷﾎ             小学（6）29 女子 自由形  100m 11才

小学（6）30 女子 背泳ぎ   50m 11才

原　碧夏妙           ﾊﾗ ﾋﾅﾀ               小学（6）31 女子 自由形   50m 11才

小学（6）32 女子 平泳ぎ  100m 11才

岡山　彩乃           ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ             小学（5）33 女子 自由形   50m 10才

小学（5）34 女子 自由形  100m 10才

深澤　寿心           ﾌｶｻﾞﾜ ｺｺﾛ            小学（5）35 女子 自由形   50m 10才

小学（5）36 女子 自由形  100m 10才

寺谷　優那           ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳﾅ             小学（4）37 女子 自由形  100m 9才以下

小学（4）38 女子 個人メドレー  200m 9才以下

大室　澄玲           ｵｵﾑﾛ ｽﾐﾚ             小学（4）39 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）40 女子 バタフライ   50m 9才以下
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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

大谷　圭翼           ｵｵﾀﾆ ｹｲｽｹ            中学（2）3 男子 自由形   50m 13才

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 13才

岡　　謙佑           ｵｶ ｹﾝｽｹ              中学（1）5 男子 自由形  400m 13才

中学（1）6 男子 バタフライ  200m 13才

北条　壮大           ﾎｳｼﾞｮｳ ｿｳﾀ           小学（5）7 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）8 男子 個人メドレー  200m 11才

川野　泰雅           ｶﾜﾉ ﾀｲｶﾞ             小学（5）9 男子 自由形   50m 10才

小学（5）10 男子 バタフライ   50m 10才

岩崎　佑胡           ｲﾜｻｷ ﾕｳｺﾞ            小学（4）11 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）12 男子 個人メドレー  200m 10才

久斗　奈々           ﾋｻﾄ ﾅﾅ               中学（2）13 女子 自由形  200m 13才

中学（2）14 女子 自由形  400m 13才

川野　愛弥           ｶﾜﾉ ｱﾐ               中学（2）15 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）16 女子 背泳ぎ  200m 13才

岩崎　伶海           ｲﾜｻｷ ﾚﾐ              小学（6）17 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）18 女子 バタフライ  100m 12才

好本　有紗           ﾖｼﾓﾄ ｱﾘｻ             小学（6）19 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）20 女子 バタフライ  100m 11才

蔦川　真優           ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ             小学（5）21 女子 自由形  200m 11才

小学（5）22 女子 個人メドレー  200m 11才

北川　和南           ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ           小学（5）23 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）24 女子 個人メドレー  200m 11才

岡本　和奈           ｵｶﾓﾄ ﾅﾅ              小学（4）25 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）26 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

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

船本　幸輝           ﾌﾅﾓﾄ ｺｳｷ             中学（3）2 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）3 男子 自由形  100m 15･16才

船本　敬人           ﾌﾅﾓﾄ ｹｲﾄ             中学（1）4 男子 自由形   50m 12才

大内　万琴           ｵｵｳﾁ ﾏｺﾄ             中学（2）5 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（2）6 女子 平泳ぎ  100m 13才

田中　稀琳           ﾀﾅｶ ｷﾘﾝ              小学（6）7 女子 自由形   50m 12才

小学（6）8 女子 自由形  100m 12才
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武庫之荘ＳＳ
性別: 申込種目:

山田　海斗           ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ             中学（1）1 男子 自由形  200m 12才

中学（1）2 男子 個人メドレー  200m 12才

竹内　慶悟           ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ            小学（5）3 男子 自由形  200m 11才

小学（5）4 男子 個人メドレー  200m 11才

中間　来夢           ﾅｶﾏ ﾗｲﾑ              中学（2）5 女子 自由形  100m 13才

中学（2）6 女子 背泳ぎ  100m 13才

三角　桃子           ﾐｽﾐ ﾓﾓｺ              中学（2）7 女子 バタフライ   50m 13才

中学（2）8 女子 バタフライ  200m 13才

石田結衣佳           ｲｼﾀﾞ ﾕｲｶ             中学（2）9 女子 自由形   50m 13才

中学（2）10 女子 自由形  100m 13才

佐原　友恵           ｻﾊﾗ ﾄﾓｴ              中学（2）11 女子 自由形  200m 13才

中学（2）12 女子 背泳ぎ  200m 13才

木村　千倖           ｷﾑﾗ ﾁﾕｷ              中学（1）13 女子 自由形   50m 13才

中学（1）14 女子 背泳ぎ  100m 13才

若松あさひ           ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ             中学（1）15 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）16 女子 平泳ぎ  100m 12才

山下　華凜           ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ             小学（6）17 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）18 女子 バタフライ   50m 11才
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別: 申込種目:

都藤　陽平           ﾂﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ            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 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岩田　　駿           ｲﾜﾀ ｼｭﾝ              高校（2）3 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）4 男子 個人メドレー  200m 15･16才

吉野　裕貴           ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ              中学（3）5 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）6 男子 自由形  200m 15･16才

小峯　輝羅           ｺﾐﾈ ｷﾗ               小学（6）7 男子 自由形  100m 11才

小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 11才

八十　　碧           ﾔｿ ｱｵｲ               小学（6）9 男子 バタフライ   50m 11才

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 11才

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

小学（5）12 男子 背泳ぎ   50m 11才

角倉　亘紀           ｶﾄﾞｸﾗ ｺｳｷ            小学（5）13 男子 自由形   50m 10才

小学（5）14 男子 背泳ぎ   50m 10才

吉野　隼矢           ﾖｼﾉ ｼﾞｭﾝﾔ            小学（5）15 男子 自由形   50m 10才

小学（5）16 男子 バタフライ   50m 10才

林　　凌央           ﾊﾔｼ ﾘｮｵ              小学（4）17 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）18 男子 平泳ぎ   50m 10才

土塔　涼華           ﾄﾞﾄｳ ｽｽﾞｶ            中学（3）19 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

中学（3）20 女子 個人メドレー  200m 15･16才

福田　萌乃           ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ             中学（3）21 女子 自由形  400m 15･16才

中学（3）22 女子 個人メドレー  400m 15･16才

深澤　杏花           ﾌｶｻﾞﾜ ｷｮｳｶ           中学（3）23 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（3）24 女子 背泳ぎ  200m 14才

清水　楓日           ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ             中学（2）25 女子 バタフライ  100m 13才

中学（2）26 女子 個人メドレー  200m 13才

児島　弥優           ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ              中学（1）27 女子 背泳ぎ  100m 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   50m 11才

小学（6）30 女子 背泳ぎ   50m 11才

西雄　愛莉           ﾆｼｵ ｱｲﾘ              小学（5）31 女子 自由形   50m 10才

小学（5）32 女子 自由形  100m 10才

22/30 ページ2016年6月4日 3:02:40



平成28年度兵庫県長水路公式記録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:

畑下　昂平           ﾊﾀｼﾀ ｺｳﾍｲ            高校（3）1 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松居　　駿           ﾏﾂｲ ｼｭﾝ              中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）3 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）4 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）5 男子 バタフライ  200m 14才

田中　駿真           ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ             中学（2）6 男子 自由形   50m 14才

中学（2）7 男子 バタフライ   50m 14才

出本　陽巳           ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ             中学（2）8 男子 自由形  200m 13才

中学（2）9 男子 個人メドレー  200m 13才

中村　圭佑           ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ            中学（2）10 男子 バタフライ   50m 13才

中学（2）11 男子 バタフライ  100m 13才

岡本　稜久           ｵｶﾓﾄ ﾘｸ              中学（1）12 男子 自由形   50m 13才

中学（1）13 男子 自由形  100m 13才

袖野　椋可           ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ            中学（1）14 男子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）15 男子 背泳ぎ  100m 13才

瀧野　　真           ﾀｷﾉ ﾏｺﾄ              中学（1）16 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）17 男子 バタフライ  200m 13才

大野　佑太           ｵｵﾉ ﾕｳﾀ              中学（1）18 男子 自由形  100m 12才

中学（1）19 男子 個人メドレー  200m 12才

宇野　　陸           ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ              中学（1）20 男子 自由形   50m 12才

中学（1）21 男子 バタフライ   50m 12才

戸上　光助           ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ            小学（6）22 男子 自由形   50m 11才

小学（6）23 男子 バタフライ   50m 11才

松岡　颯汰           ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ             小学（6）24 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）25 男子 平泳ぎ  100m 11才

佐野　佳輝           ｻﾉ ﾖｼｷ               小学（6）26 男子 自由形   50m 11才

小学（6）27 男子 自由形  100m 11才

田中　恵梨           ﾀﾅｶ ｴﾘ               小学（6）28 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）29 女子 平泳ぎ  100m 11才

大賀　　葵           ｵｵｶﾞ ｱｵｲ             小学（6）30 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）31 女子 バタフライ   50m 11才

米田　　華           ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ              小学（5）32 女子 バタフライ  100m 11才

小学（5）33 女子 個人メドレー  200m 11才

板谷　紗瑛           ｲﾀﾀﾆ ｻｴ              小学（5）34 女子 自由形  100m 11才

小学（5）35 女子 バタフライ   50m 11才
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氏名: カナ: 学校:No.:

MacS加古川
性別: 申込種目:

小松　天斗           ｺﾏﾂ ﾀｶﾄ              中学（3）1 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）2 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

松下　奨武           ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾌﾞ           中学（3）3 男子 自由形  200m 14才

中学（3）4 男子 自由形  400m 14才

武本　優志           ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼ             中学（2）5 男子 自由形   50m 14才

中学（2）6 男子 自由形  200m 14才

十田　翔吾           ｼﾞｭｳﾀ ｼｮｳｺﾞ          中学（2）7 男子 自由形   50m 13才

児嶋　利弘           ｺｼﾞﾏ ﾘｸ              中学（1）8 男子 自由形  400m 13才

中学（1）9 男子 バタフライ  100m 13才

伊藤　　温           ｲﾄｳ ﾊﾙ               中学（1）10 男子 自由形   50m 12才

中学（1）11 男子 平泳ぎ  100m 12才

武本　航志           ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ             小学（6）12 男子 自由形  200m 11才

小学（6）13 男子 平泳ぎ  100m 11才

橋本　　陸           ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ              小学（5）14 男子 自由形   50m 10才

小学（5）15 男子 バタフライ   50m 10才

北口慎二郎           ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞﾛｳ         小学（4）16 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）17 男子 個人メドレー  200m 9才以下

有馬　鈴葉           ｱﾘﾏ ｽｽﾞﾊ             中学（3）18 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）19 女子 自由形  100m 15･16才

藤本　凛子           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾝｺ            中学（3）20 女子 自由形   50m 14才

中学（3）21 女子 平泳ぎ   50m 14才

菅原　梨鈴           ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾘ             中学（3）22 女子 自由形   50m 14才

中学（3）23 女子 平泳ぎ  200m 14才

竹田　乙羽           ﾀｹﾀﾞ ｵﾄﾊ             中学（2）24 女子 自由形   50m 14才

駒川　　舞           ｺﾏｶﾞﾜ ﾏｲ             中学（2）25 女子 自由形  100m 14才

中学（2）26 女子 自由形  200m 14才

小東　あい           ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ             中学（2）27 女子 自由形   50m 13才

中学（2）28 女子 自由形  100m 13才

室井　星南           ﾑﾛｲ ｾﾅ               中学（2）29 女子 自由形  100m 13才

中学（2）30 女子 バタフライ  100m 13才

神吉　蘭夢           ｶﾝｷ ﾗﾑ               中学（1）31 女子 自由形  100m 12才

中学（1）32 女子 個人メドレー  200m 12才

菅原　萌那           ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ            中学（1）33 女子 平泳ぎ  100m 12才

中学（1）34 女子 個人メドレー  200m 12才

駒川　　結           ｺﾏｶﾞﾜ ﾕｲ             中学（1）35 女子 自由形   50m 12才

中学（1）36 女子 自由形  100m 12才

山本菜々美           ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅﾐ             中学（1）37 女子 自由形   50m 12才

中学（1）38 女子 自由形  100m 12才

松下　茜音           ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ             小学（6）39 女子 自由形   50m 11才

小学（6）40 女子 自由形  100m 11才

原　寿々花           ﾊﾗ ｽｽﾞｶ              小学（6）41 女子 自由形   50m 11才

小学（6）42 女子 個人メドレー  200m 11才

安田　衣良           ﾔｽﾀﾞ ｿﾗ              小学（5）43 女子 自由形   50m 11才

小学（5）44 女子 自由形  100m 11才

駒川　　零           ｺﾏｶﾞﾜ ﾚｲ             小学（4）45 女子 自由形   50m 9才以下
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ニスポ小野
性別: 申込種目:

多鹿　正洋           ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ            中学（3）1 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）2 男子 バタフライ  200m 14才

藤原　旦光           ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｻﾋ            中学（2）3 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）4 男子 平泳ぎ  200m 14才

長谷川士朗           ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾛｳ            中学（1）5 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）6 男子 個人メドレー  200m 13才

西村　佑空           ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ             小学（6）7 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）8 男子 平泳ぎ  100m 12才

松村　駿佑           ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ           小学（5）9 男子 自由形   50m 11才

小学（5）10 男子 バタフライ   50m 11才

藤定　　航           ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾜﾀﾙ           小学（5）11 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）12 男子 背泳ぎ  100m 11才

三村　優奈           ﾐﾑﾗ ﾕﾅ               中学（2）13 女子 自由形  200m 13才

中学（2）14 女子 個人メドレー  400m 13才

橋本　菜花           ﾊｼﾓﾄ ﾅﾉｶ             中学（1）15 女子 自由形   50m 12才

中学（1）16 女子 バタフライ   50m 12才

多鹿　左絵           ﾀｼﾞｶ ｻｴ              小学（6）17 女子 自由形  100m 12才

小学（6）18 女子 バタフライ  100m 12才

松村ひびき           ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ            小学（6）19 女子 自由形   50m 12才

小学（6）20 女子 自由形  100m 12才

矢内　鈴夏           ﾔﾅｲ ﾘｶ               小学（6）21 女子 自由形   50m 12才

小学（6）22 女子 自由形  100m 12才

28898
氏名: カナ: 学校:No.:

佐用ＳＳ
性別: 申込種目:

杵築　一照           ｷﾂﾞｷ ｲｯｼｮｳ           高校（1）1 男子 自由形  100m 15･16才

杵築　一流           ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ             中学（2）2 男子 自由形   50m 13才

中学（2）3 男子 自由形  100m 13才

西島　正人           ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾄ            中学（1）4 男子 自由形   50m 12才

中学（1）5 男子 自由形  100m 12才

原井　智貴           ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ              小学（6）6 男子 自由形  100m 12才

小学（6）7 男子 バタフライ   50m 12才

古市　大和           ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ             小学（6）8 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）9 男子 背泳ぎ  100m 11才

藤岡　斗希           ﾌｼﾞｵｶ ﾄｷ             小学（4）10 男子 自由形   50m 10才

岩本　大和           ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ             小学（3）11 男子 個人メドレー  200m 9才以下

大林　想汰           ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ           小学（3）12 男子 バタフライ   50m 9才以下

石井　悠一           ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ             小学（3）13 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）14 男子 個人メドレー  200m 9才以下

西島　恵茉           ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ             小学（5）15 女子 自由形  100m 11才

小学（5）16 女子 個人メドレー  200m 11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             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

永田　創士           ﾅｶﾞﾀ ｿｳｼ             高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）4 男子 バタフライ   50m 15･16才

常岡　裕介           ﾂﾈｵｶ ﾕｳｽｹ            中学（3）5 男子 自由形  100m 14才

中学（3）6 男子 自由形  200m 14才

婦木　拓実           ﾌｷ ﾀｸﾐ               中学（1）7 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）8 男子 個人メドレー  400m 13才

袁　　旻昊           ｴﾝ ﾐﾝｺｳ              中学（1）9 男子 自由形   50m 13才

中学（1）10 男子 自由形  100m 13才

常岡　直矢           ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ             中学（1）11 男子 自由形   50m 12才

中学（1）12 男子 背泳ぎ   50m 12才

細見　佑貴           ﾎｿﾐ ﾕｳｷ              小学（4）13 男子 自由形   50m 10才

小学（4）14 男子 自由形  100m 10才

織田　　咲           ｵﾀﾞ ｻｷ               高校（3）15 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）16 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

井上　真帆           ｲﾉｳｴ ﾏﾎ              中学（2）17 女子 自由形   50m 14才

中学（2）18 女子 個人メドレー  400m 14才

28901
氏名: カナ: 学校:No.:

一宮ＳＳ
性別: 申込種目:

中尾　光佑           ﾅｶｵ ｺｳｽｹ             中学（1）1 男子 自由形  400m 13才

中学（1）2 男子 平泳ぎ  200m 13才

倉橋　宙史           ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ            中学（1）3 男子 自由形  200m 12才

中学（1）4 男子 バタフライ  100m 12才

志水　涼太           ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ            小学（6）5 男子 自由形   50m 12才

小学（6）6 男子 自由形  100m 12才

岡住　直和           ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ            小学（5）7 男子 バタフライ   50m 10才

小学（5）8 男子 個人メドレー  200m 10才

南　　勇希           ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ              小学（4）9 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）10 男子 個人メドレー  200m 10才

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 バタフライ  100m 11才
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28909
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ山崎
性別: 申込種目:

福本　勝太           ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ            中学（3）1 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

中学（3）2 男子 個人メドレー  400m 15･16才

伊野　凌聖           ｲﾉ ﾘｮｳｾｲ             中学（2）3 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）4 男子 個人メドレー  400m 13才

福居　賢太           ﾌｸｲ ｹﾝﾀ              中学（2）5 男子 自由形  200m 13才

中学（2）6 男子 背泳ぎ  100m 13才

名村　孝太           ﾅﾑﾗ ｺｳﾀ              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

伴　　陸功           ﾊﾞﾝ ﾘｸ               小学（6）9 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）10 男子 平泳ぎ  100m 12才

野口　壱紳           ﾉｸﾞﾁ ｲｯｼﾝ            小学（6）11 男子 背泳ぎ  100m 11才

小学（6）12 男子 個人メドレー  200m 11才

田口　和輝           ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ            小学（5）13 男子 自由形   50m 11才

小学（5）14 男子 自由形  100m 11才

梅原　歌月           ｳﾒﾊﾗ ｶﾂﾞｷ            小学（4）15 男子 自由形   50m 9才以下

野口　裕栞           ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾘ             中学（3）16 女子 自由形  200m 14才

中学（3）17 女子 自由形  400m 14才

福井　菜月           ﾌｸｲ ﾅﾂｷ              中学（2）18 女子 自由形  100m 13才

中学（2）19 女子 個人メドレー  400m 13才

白谷　萌彩           ｼﾗﾀﾆ ﾓｱ              中学（2）20 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）21 女子 個人メドレー  400m 13才

平山　桃香           ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ             小学（6）22 女子 自由形  100m 11才

小学（6）23 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）24 女子 自由形   50m 10才

小学（5）25 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）26 女子 自由形   50m 10才

小学（4）27 女子 背泳ぎ   50m 10才

28910
氏名: カナ: 学校:No.:

赤穂ＳＳ
性別: 申込種目:

廣岡　優弥           ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ             小学（6）1 男子 自由形   50m 12才

小学（6）2 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）3 男子 自由形   50m 12才

根本聡太郎           ﾈﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ            小学（5）4 男子 自由形   50m 10才

小学（5）5 男子 バタフライ   50m 10才

高根　勇樹           ﾀｶﾈ ﾕｳｷ              小学（5）6 男子 自由形   50m 10才

小学（5）7 男子 バタフライ   50m 10才

舩本　愛子           ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ             中学（2）8 女子 自由形   50m 13才

河村　　凜           ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ              小学（6）9 女子 自由形   50m 12才

小学（6）10 女子 背泳ぎ   50m 12才

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

土谷　咲弥           ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ              小学（5）12 女子 自由形   50m 10才

小学（5）13 女子 個人メドレー  200m 10才

28914
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸北町Vivo
性別: 申込種目:

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

二宮　陽凪           ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ              小学（5）2 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）3 女子 平泳ぎ  100m 11才
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28920
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾘｱﾙ板宿SS
性別: 申込種目:

香川　将輝           ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ             小学（4）1 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）2 男子 バタフライ  100m 10才

四ツ谷智香           ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ              中学（1）3 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）4 女子 バタフライ  200m 13才

高橋　紅葉           ﾀｶﾊｼ ｸﾚﾊ             小学（6）5 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）6 女子 背泳ぎ  100m 11才

前橋　　空           ﾏｴﾊｼ ｿﾗ              小学（6）7 女子 自由形  100m 11才

小学（6）8 女子 自由形  200m 11才

大井　瑚夏           ｵｵｲ ｺﾅﾂ              小学（4）9 女子 自由形   50m 10才

小学（4）10 女子 自由形  100m 10才

伊東　璃子 ｲﾄｳ ﾘｺ 小学（4）11 女子 自由形   50m 10才

小学（4）12 女子 平泳ぎ   50m 10才

28923
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ姫路
性別: 申込種目:

北村　祥瑛           ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ           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

志水　建斗           ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ             中学（2）3 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）4 男子 個人メドレー  400m 13才

中尾　　剛           ﾅｶｵ ｺﾞｳ              中学（1）5 男子 自由形   50m 12才

中学（1）6 男子 自由形  100m 12才

北村　峻聖           ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ           中学（1）7 男子 自由形  200m 12才

中学（1）8 男子 個人メドレー  200m 12才

根上　雪華           ﾈｶﾞﾐ ﾕｷｶ             中学（1）9 女子 自由形  200m 12才

中学（1）10 女子 個人メドレー  200m 12才

伊藤　未来           ｲﾄｳ ﾐｷ               小学（5）11 女子 バタフライ   50m 10才

小学（5）12 女子 個人メドレー  200m 10才
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29226
氏名: カナ: 学校:No.:

Aqｽｲﾑﾋﾟｱ
性別: 申込種目:

山田　裕也           ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ             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

豊住　侑大           ﾄﾖｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ          中学（3）3 男子 自由形   50m 14才

中学（3）4 男子 平泳ぎ  100m 14才

西出　唯都           ﾆｼﾃﾞ ﾕｲﾄ             中学（3）5 男子 自由形   50m 14才

中学（3）6 男子 自由形  100m 14才

塩田　友貴           ｼｵﾀ ﾄﾓｷ              中学（2）7 男子 個人メドレー  200m 14才

辻村　温輝           ﾂｼﾞﾑﾗ ﾊﾙｷ            中学（1）8 男子 自由形   50m 13才

中学（1）9 男子 背泳ぎ   50m 13才

辻　　大輝           ﾂｼﾞ ﾀﾞｲｷ             中学（1）10 男子 自由形  100m 12才

中学（1）11 男子 自由形  200m 12才

島原　淳平           ｼﾏﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ        中学（1）12 男子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）13 男子 平泳ぎ  100m 12才

三好　　諒           ﾐﾖｼ ﾘｮｳ              中学（1）14 男子 自由形  200m 12才

中学（1）15 男子 背泳ぎ  100m 12才

福井　陽大           ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ              小学（6）16 男子 自由形   50m 12才

小学（6）17 男子 自由形  100m 12才

野村　隼斗           ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ              小学（6）18 男子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）19 男子 バタフライ   50m 12才

中根　涼介           ﾅｶﾈ ﾘｮｳｽｹ            小学（6）20 男子 自由形  100m 11才

小学（6）21 男子 個人メドレー  200m 11才

金田　陽光           ｶﾈﾀﾞ ﾊﾙﾋ             小学（5）22 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）23 男子 平泳ぎ  100m 11才

前田　結太           ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ             小学（5）24 男子 背泳ぎ  100m 10才

小学（5）25 男子 個人メドレー  200m 10才

竹森　直輝           ﾀｹﾓﾘ ﾅｵｷ             小学（4）26 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）27 男子 平泳ぎ  100m 10才

垣淵　百乃           ｶｷﾌﾞﾁ ﾓﾓﾉ            中学（2）28 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）29 女子 平泳ぎ  200m 13才

林　菜々美           ﾊﾔｼ ﾅﾅﾐ              中学（1）30 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）31 女子 背泳ぎ  200m 13才

村井　悠希           ﾑﾗｲ ﾕｷ               中学（1）32 女子 自由形   50m 12才

中学（1）33 女子 背泳ぎ  100m 12才

宮崎　詩音           ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾝ            中学（1）34 女子 自由形  100m 12才

中学（1）35 女子 自由形  200m 12才

平山　莉未           ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾐ              小学（6）36 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）37 女子 平泳ぎ  100m 12才

辻　　愛永           ﾂｼﾞ ﾏﾅｴ              小学（5）38 女子 背泳ぎ  100m 11才

小学（5）39 女子 バタフライ   50m 11才

福井　日葵           ﾌｸｲ ﾋﾏﾘ              小学（5）40 女子 自由形  100m 10才

小学（5）41 女子 バタフライ   50m 10才
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50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大学
性別: 申込種目:

山本　知志           ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ             大学（4）1 男子 自由形   50m 一般

大学（4）2 男子 バタフライ  100m 一般

細川　大夢           ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾑ             大学（4）3 男子 自由形   50m 一般

大学（4）4 男子 バタフライ  100m 一般

小野　　健           ｵﾉ ﾀｹﾙ               大学（3）5 男子 個人メドレー  200m 一般

大学（3）6 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（2）7 男子 バタフライ  100m 一般

大学（2）8 男子 バタフライ  200m 一般

橘　　知毅           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ            大学（3）9 男子 バタフライ  100m 一般

鵜飼夏也人           ｳｶｲ ｶﾔﾄ              大学（3）10 男子 バタフライ  200m 一般

大学（3）11 男子 個人メドレー  400m 一般

原　　嘉一           ﾊﾗ ｶｲﾁ               大学（3）12 男子 自由形  200m 一般

大学（3）13 男子 自由形  400m 一般

西村　祐輝           ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ             大学（2）14 男子 自由形  100m 一般

大学（2）15 男子 自由形  200m 一般

甲谷　直希           ｺｳﾀﾆ ﾅｵｷ             大学（2）16 男子 バタフライ  100m 一般

大学（2）17 男子 バタフライ  200m 一般

清水　真人           ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ             大学（2）18 男子 自由形  200m 一般

大学（2）19 男子 背泳ぎ  100m 一般

原田明日翔           ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ             大学（1）20 男子 平泳ぎ  100m 一般

小林　薫平           ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ          大学（1）21 男子 バタフライ  100m 一般

大学（1）22 男子 個人メドレー  200m 一般

田中　優一           ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ             大学（1）23 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（1）24 男子 平泳ぎ  200m 一般

三坂　一真           ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ             大学（1）25 男子 背泳ぎ  100m 一般

寺田　弘剛           ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ            大学（1）26 男子 個人メドレー  200m 一般
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