
第39回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会登録団体別リレー要員一覧

28810
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ三木      
性別:

横山亜久里           ﾖｺﾔﾏ ｱｸﾞﾘ            高校（2）1 男子

養老奎二郎           ﾖｳﾛｳ ｹｲｼﾞﾛｳ          高校（1）2 男子

28822
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路スポーツ
性別:

加野　翔大           ｶﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ            中学（2）1 男子

藤尾　優輝           ﾌｼﾞｵ ﾕｳｷ             小学（4）2 男子

28824
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮
性別:

高橋　祐貴           ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ             中学（1）1 男子

河口　和樹           ｺｳｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ           中学（1）2 男子

鯛谷　修平           ﾀｲﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ           小学（6）3 男子

山下　諒馬           ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾏ            小学（6）4 男子

浦松　陽向           ｳﾗﾏﾂ ﾋﾅﾀ             小学（4）5 男子

白尾　嘉大           ｼﾗｵ ﾖｼﾋﾛ             小学（3）6 男子

上田禮次郎           ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ          小学（2）7 男子

松本　崇弘           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ            小学（2）8 男子

中筋　梨緒           ﾅｶｽｼﾞ ﾘｵ             中学（2）9 女子

森脇　素羽           ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ              小学（4）10 女子

今井　陽花           ｲﾏｲ ﾊﾙｶ              小学（4）11 女子

井ノ上萌々華         ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ             小学（4）12 女子

尾﨑　江子           ｵｻｷ ｴｺ               小学（3）13 女子

28829
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ宝塚
性別:

川瀬　正浩           ｶﾜｾ ﾏｻﾋﾛ             小学（6）1 男子

具志　一諒           ｸﾞｼ ｶｽﾞｱｷ            小学（6）2 男子

村木　　力           ﾑﾗｷ ﾁｶﾗ              小学（6）3 男子

中道　涼聖           ﾅｶﾐﾁ ﾘｮｳｾｲ           小学（5）4 男子

勝　光史朗           ｶﾂ ｺｳｼﾛｳ             小学（4）5 男子

岩永　　称           ｲﾜﾅｶﾞ ｼｮｳ            小学（3）6 男子

吉岡　慶士           ﾖｼｵｶ ｹｲｼ             小学（3）7 男子

具志明日香           ｸﾞｼ ｱｽｶ              高校（2）8 女子

和田安津美           ﾜﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ             高校（2）9 女子

川原　未輝           ｶﾜﾊﾗ ﾐｷ              高校（2）10 女子

松村　純怜           ﾏﾂﾑﾗ ｽﾐﾚ             中学（2）11 女子

髙辻　萌果           ﾀｶﾂｼﾞ ﾓｴｶ            中学（2）12 女子

中元　香心           ﾅｶﾓﾄ ｷｮｳﾐ            中学（2）13 女子

三原　寛奈           ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ              小学（4）14 女子

北村　安梨           ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾘ             小学（4）15 女子

森口　真衣           ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏｲ             小学（3）16 女子

南　　侑愛           ﾐﾅﾐ ﾕｱ               小学（3）17 女子

28835
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ神戸
性別:

竹内　陽祐           ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ            小学（3）1 男子
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28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別:

森田　海里           ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ              小学（4）1 男子

水谷　修大           ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ           小学（3）2 男子

野中　康貴           ﾉﾅｶ ｺｳｷ              小学（3）3 男子

28872
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別:

八十　　碧           ﾔｿ ｱｵｲ               小学（6）1 男子

吉野　隼矢           ﾖｼﾉ ｼﾞｭﾝﾔ            小学（5）2 男子

28881
氏名: カナ: 学校:No.:

MacS武庫川
性別:

中晴　達哉           ﾅｶﾊﾙ ﾀﾂﾔ             小学（5）1 男子

28895
氏名: カナ: 学校:No.:

ニスポ小野
性別:

福本　陽菜           ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅﾀ             小学（6）1 女子

28909
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ山崎
性別:

柳田　倖輔           ﾔﾅｷﾞﾀ ｺｳｽｹ           小学（5）1 男子

28921
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ西神戸
性別:

宇都宮陸渡           ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾄ            小学（4）1 男子

松井野乃佳           ﾏﾂｲ ﾉﾉｶ              中学（2）2 女子

小原　有羽           ｵﾊﾗ ﾕｳ               中学（1）3 女子

大濵　心花           ｵｵﾊﾏ ｻﾈｶ             小学（5）4 女子

西海　穂泉           ﾆｼｳﾐ ﾎｽﾞﾐ            小学（4）5 女子
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