
第2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

28004
氏名: カナ: 学校:No.:

八景中学
性別: 申込種目:

山本　晃平           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ            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

平野　克真           ﾋﾗﾉ ｶﾂﾞﾏ             中学（2）3 男子 自由形   50m 14才

福井　海斗           ﾌｸｲ ｶｲﾄ              中学（2）4 男子 平泳ぎ   50m 14才

横尾　飛鳥           ﾖｺｵ ｱｽｶ              中学（2）5 男子 平泳ぎ  100m 13才

稲葉　千恵           ｲﾅﾊﾞ ﾁｴ              中学（2）6 女子 自由形   50m 14才

中学（2）7 女子 自由形  100m 14才

28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別: 申込種目:

上林　　意           ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ           中学（1）1 男子 自由形  100m 12才

中学（1）2 男子 個人メドレー  200m 12才

野々村恭乙           ﾉﾉﾑﾗ ﾕｷﾄ             小学（5）3 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）4 男子 個人メドレー  200m 11才

南殿　康喜           ﾅﾝﾃﾞﾝ ｺｳｷ            小学（5）5 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）6 男子 背泳ぎ  100m 10才

伊藤　息吹           ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ             小学（4）7 男子 背泳ぎ   50m 10才

鳴瀬　　朗           ﾅﾙｾ ﾄｷ               小学（4）8 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）9 男子 平泳ぎ   50m 10才

松山　拓幹           ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ             小学（3）10 男子 バタフライ   50m 8才以下

西山　もえ           ﾆｼﾔﾏ ﾓｴ              中学（1）11 女子 自由形   50m 12才

中学（1）12 女子 自由形  100m 12才

藤本　祥花           ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ            小学（6）13 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）14 女子 背泳ぎ  100m 12才

田渕　涼華           ﾀﾌﾞﾁ ｽｽﾞｶ            小学（6）15 女子 自由形  100m 12才

小学（6）16 女子 個人メドレー  200m 12才

大本　歩花           ｵｵﾓﾄ ﾎﾉｶ             小学（6）17 女子 自由形   50m 12才

小学（6）18 女子 自由形  100m 12才

黒木　優愛           ｸﾛｷ ﾕｳｱ              小学（6）19 女子 自由形  100m 12才

小学（6）20 女子 個人メドレー  200m 12才

秋庭ひなた           ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ             小学（6）21 女子 自由形   50m 11才

小学（6）22 女子 自由形  100m 11才

斉藤　　舞           ｻｲﾄｳ ﾏｲ              小学（5）23 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）24 女子 平泳ぎ  100m 11才

和田　珠希           ﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ              小学（3）25 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

石川　真子           ｲｼｶﾜ ﾏｺ              小学（3）26 女子 バタフライ   50m 8才以下
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第2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

28812
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ清和台
性別: 申込種目:

結城　陽介           ﾕｳｷ ﾖｳｽｹ             中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16才

萬谷　太耀           ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ            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

山本　蒼太           ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ             中学（3）5 男子 バタフライ   50m 14才

中学（3）6 男子 バタフライ  100m 14才

高須　葉一           ﾀｶｽ ﾖｳｲﾁ             中学（2）7 男子 自由形   50m 13才

中学（2）8 男子 背泳ぎ  100m 13才

森田　泰生           ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ              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

増田　創大           ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾀ             中学（1）11 男子 自由形   50m 12才

中学（1）12 男子 バタフライ   50m 12才

和田晃太朗           ﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ             小学（6）13 男子 自由形   50m 11才

小学（6）14 男子 平泳ぎ   50m 11才

大谷　晃心           ｵｵﾀﾆ ｱｷﾑﾈ            小学（5）15 男子 自由形   50m 11才

小学（5）16 男子 背泳ぎ   50m 11才

森田　悠太           ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ              小学（5）17 男子 バタフライ   50m 10才

小学（5）18 男子 個人メドレー  200m 10才

熊澤　　珀           ｸﾏｻﾞﾜ ﾊｸ             小学（5）19 男子 自由形  100m 10才

小学（5）20 男子 バタフライ   50m 10才

山本　莉子           ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ              小学（6）21 女子 バタフライ   50m 12才

山田　麻琴           ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ             小学（6）22 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）23 女子 背泳ぎ  100m 12才

堂北　砂丘           ﾄﾞｳｷﾀ ｻﾗ             小学（6）24 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）25 女子 バタフライ  100m 11才

陸野　　結           ﾘｸﾉ ﾕｲ               小学（5）26 女子 自由形   50m 10才

小学（5）27 女子 バタフライ   50m 10才

皆田　麻央           ﾐﾅﾀﾞ ﾏｵ              小学（4）28 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）29 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

岡島　虹果           ｵｶｼﾞﾏ ﾅﾅｶ            小学（3）30 女子 自由形  100m 9才以下

小学（3）31 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:

近藤　巧斗           ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ            中学（2）1 男子 自由形   50m 14才

中学（2）2 男子 自由形  100m 14才

小寺　海輝           ｺﾃﾗ ｶｲｷ              中学（1）3 男子 自由形   50m 13才

中学（1）4 男子 自由形  100m 13才

高島　　慧           ﾀｶｼﾏ ｹｲ              小学（6）5 男子 自由形   50m 12才

小学（6）6 男子 自由形  100m 12才

東原　航太           ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺｳﾀ           小学（6）7 男子 自由形   50m 11才

小学（6）8 男子 自由形  100m 11才

上村　聖奈           ｳｴﾑﾗ ｾﾅ              中学（2）9 女子 自由形   50m 13才

中学（2）10 女子 自由形  100m 13才

上島陽奈代           ｳｴｼﾏ ﾋﾅﾖ             小学（5）11 女子 自由形   50m 11才

小学（5）12 女子 背泳ぎ   50m 11才

大井　瑚夏           ｵｵｲ ｺﾅﾂ              小学（5）13 女子 自由形   50m 11才

小学（5）14 女子 自由形  100m 11才
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第2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

28814
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ東加古
性別: 申込種目:

鈴木　　逞           ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ             小学（4）1 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）2 男子 個人メドレー  200m 10才

小枝　遼平           ｺｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ           小学（4）3 男子 自由形  100m 10才

小学（4）4 男子 個人メドレー  200m 10才

辻本　拓馬           ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾏ            小学（4）5 男子 自由形   50m 10才

小学（4）6 男子 背泳ぎ   50m 10才

宇野　一真           ｳﾉ ｶｽﾞﾏ              小学（3）7 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）8 男子 個人メドレー  200m 9才以下

大内　海輝           ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ            小学（2）9 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）10 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

池田　琴乃           ｲｹﾀﾞ ｺﾄﾉ             小学（5）11 女子 自由形  100m 11才

小学（5）12 女子 個人メドレー  200m 11才

吉田　珠久           ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ              小学（5）13 女子 自由形   50m 10才

小学（5）14 女子 個人メドレー  200m 10才

橘　　実夢           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾑ             小学（4）15 女子 自由形   50m 10才

小学（4）16 女子 背泳ぎ   50m 10才

大島江理花           ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ             小学（3）17 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）18 女子 バタフライ   50m 8才以下

川野　夢桃           ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ              小学（3）19 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）20 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

安田　琉月           ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ              小学（2）21 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）22 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

井澤　千明           ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ             小学（2）23 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）24 女子 バタフライ   50m 8才以下

戸田菜々美           ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ              小学（2）25 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）26 女子 背泳ぎ   50m 8才以下
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第2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

28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別: 申込種目:

岡部　圭哉           ｵｶﾍﾞ ｹｲﾔ             中学（3）1 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

日浦　悠人           ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ              中学（2）3 男子 自由形   50m 13才

中学（2）4 男子 自由形  100m 13才

上山　隆成           ｳｴﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ           中学（2）5 男子 自由形   50m 13才

中学（2）6 男子 自由形  100m 13才

鈴木洸之介           ｽｽﾞｷ ｺｳﾉｽｹ           中学（1）7 男子 自由形   50m 12才

中学（1）8 男子 自由形  100m 12才

吉野　倖平           ﾖｼﾉ ｺｳﾍｲ             小学（6）9 男子 自由形   50m 11才

小学（6）10 男子 自由形  100m 11才

北　　遼音           ｷﾀ ﾊﾙﾄ               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

岩月　優吾           ｲﾜﾂｷ ﾕｳｺﾞ            小学（4）13 男子 自由形   50m 10才

小学（4）14 男子 個人メドレー  200m 10才

加藤　航太           ｶﾄｳ ｺｳﾀ              小学（4）15 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）16 男子 個人メドレー  200m 9才以下

長森　光洋           ﾅｶﾞﾓﾘ ｺｳﾖｳ           小学（4）17 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）18 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

尾﨑　大翔           ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ             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

北嶋　尚人           ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾄ            小学（3）21 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）22 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

野渡　馨介           ﾉﾜﾀﾘ ｺｳｽｹ            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

草野　克仁           ｸｻﾉ ｶﾂﾄ              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

鳥塚瑛太郎           ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ           小学（2）27 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）28 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

藤田　央祐           ﾌｼﾞﾀ ｵｳｽｹ            小学（1）29 男子 自由形   50m 8才以下

小学（1）30 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

山城　琉生           ﾔﾏｼﾛ ﾙｲ              小学（1）31 男子 自由形   50m 8才以下

小学（1）32 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

志井　瑠座           ｼｲ ﾘｭｳｻﾞ             小学（1）33 男子 自由形   50m 8才以下

小学（1）34 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

濵口　　暁           ﾊﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ            中学（1）35 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）36 女子 平泳ぎ  100m 13才

黒佐なつみ           ｸﾛｻ ﾅﾂﾐ              小学（6）37 女子 自由形   50m 12才

小学（6）38 女子 自由形  100m 12才

吉村　安珠           ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ            小学（6）39 女子 自由形   50m 12才

小学（6）40 女子 バタフライ   50m 12才

奥　　陽菜           ｵｸ ﾊﾙﾅ               小学（6）41 女子 自由形   50m 12才

小学（6）42 女子 自由形  100m 12才

森田　彩乃           ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ              小学（6）43 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）44 女子 平泳ぎ  100m 12才

中田　　海           ﾅｶﾀ ｳﾐ               小学（6）45 女子 自由形   50m 11才

小学（6）46 女子 バタフライ   50m 11才

小方　桃菜           ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ             小学（6）47 女子 バタフライ  100m 11才

小学（6）48 女子 個人メドレー  200m 11才

小田　　華           ｵﾀﾞ ﾊﾅ               小学（6）49 女子 背泳ぎ   50m 11才
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小田　　華           ｵﾀﾞ ﾊﾅ               小学（6）50 女子 背泳ぎ  100m 11才

植木　亜美           ｳｴｷ ｱﾐ               小学（5）51 女子 自由形   50m 10才

小学（5）52 女子 個人メドレー  200m 10才

清田　　陽           ｷﾖﾀ ﾐﾅﾐ              小学（5）53 女子 自由形   50m 10才

小学（5）54 女子 自由形  100m 10才

吉田　　凜           ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ              小学（5）55 女子 自由形   50m 10才

小学（5）56 女子 バタフライ   50m 10才

西川　真央           ﾆｼｶﾜ ﾏｵ              小学（4）57 女子 自由形   50m 10才

小学（4）58 女子 個人メドレー  200m 10才

岡本　真緒           ｵｶﾓﾄ ﾏｵ              小学（4）59 女子 自由形   50m 10才

小学（4）60 女子 バタフライ   50m 10才

増田　珠悠           ﾏｽﾀﾞ ﾐﾕｳ             小学（4）61 女子 自由形   50m 10才

小学（4）62 女子 個人メドレー  200m 10才

土井　千智           ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ              小学（4）63 女子 自由形   50m 10才

小学（4）64 女子 個人メドレー  200m 10才

中田　小雪           ﾅｶﾀ ｺﾕｷ              小学（4）65 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）66 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

竹辺つぼみ           ﾀｹﾍﾞ ﾂﾎﾞﾐ            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

畑中　穂実           ﾊﾀﾅｶ ﾎﾉﾐ             小学（3）69 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）70 女子 個人メドレー  200m 9才以下

齊藤　結菜           ｻｲﾄｳ ﾕﾅ              小学（3）71 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）72 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

見浪　真美           ﾐﾅﾐ ﾏﾐ               小学（3）73 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）74 女子 個人メドレー  200m 9才以下

江口　陽菜           ｴｸﾞﾁ ﾋﾅ              小学（3）75 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）76 女子 バタフライ   50m 8才以下

荒西　真有           ｱﾗﾆｼ ﾏﾕ              小学（2）77 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）78 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

野村　芽生           ﾉﾑﾗ ﾒｲ               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

有田　真歩           ｱﾘﾀ ﾏﾎ               小学（2）81 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）82 女子 バタフライ   50m 8才以下

藤井　咲羽           ﾌｼﾞｲ ｻﾜ              小学（2）83 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）84 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

尾関　葵衣           ｵｾﾞｷ ｱｵｲ             小学（1）85 女子 自由形   50m 8才以下

小学（1）86 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

竹原千紗葵           ﾀｹﾊﾗ ﾁｻｷ             小学（1）87 女子 自由形   50m 8才以下

小学（1）88 女子 背泳ぎ   50m 8才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

Ｓ・パティオ
性別: 申込種目:

柳本　莉空           ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾘｸ            中学（2）1 男子 自由形  100m 14才

中学（2）2 男子 バタフライ   50m 14才

松本　大輔           ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ           中学（2）3 男子 自由形   50m 14才

中学（2）4 男子 バタフライ  100m 14才

上岡　颯太           ｶﾐｵｶ ｿｳﾀ             中学（1）5 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）6 男子 平泳ぎ  100m 13才

小俣　　楓           ｵﾏﾀ ｶｴﾃﾞ             中学（1）7 男子 自由形  100m 13才

中学（1）8 男子 背泳ぎ   50m 13才

渡辺　隆世           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ          中学（1）9 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）10 男子 バタフライ   50m 13才

卯野　諒成           ｳﾉ ﾘｮｳｾｲ             中学（1）11 男子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）12 男子 平泳ぎ  100m 12才

森脇　　陸           ﾓﾘﾜｷ ﾘｸ              小学（6）13 男子 自由形  100m 11才

小学（6）14 男子 背泳ぎ  100m 11才

吉野　恭平           ﾖｼﾉ ｷｮｳﾍｲ            小学（5）15 男子 平泳ぎ  100m 10才

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 10才

泉　　結智           ｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ             小学（4）17 男子 自由形  100m 10才

小学（4）18 男子 個人メドレー  200m 10才

追立　楓人           ｵｲﾀﾃ ﾌｳﾄ             小学（4）19 男子 自由形  100m 9才以下

小学（4）20 男子 個人メドレー  200m 9才以下

寺師　暖人           ﾃﾗｼ ﾊﾙﾄ              小学（4）21 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）22 男子 個人メドレー  200m 9才以下

井上　志吹           ｲﾉｳｴ ｼﾌﾞｷ            小学（3）23 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）24 男子 自由形  100m 9才以下

森　　一輝           ﾓﾘ ｶｽﾞｷ              小学（3）25 男子 自由形  100m 9才以下

小学（3）26 男子 バタフライ   50m 9才以下

森岡　丈尋           ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ            小学（3）27 男子 バタフライ  100m 8才以下

小学（3）28 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（3）29 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）30 男子 背泳ぎ  100m 8才以下

大堀　周生           ｵｵﾎﾘ ｼｭｳ             小学（2）31 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）32 男子 個人メドレー  200m 8才以下

藤本　理子           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｺ             中学（3）33 女子 自由形   50m 14才

中学（3）34 女子 自由形  100m 14才

今田　亜優           ｲﾏﾀﾞ ｱﾕ              中学（1）35 女子 自由形   50m 13才

中学（1）36 女子 自由形  100m 13才

三浦さくら           ﾐｳﾗ ｻｸﾗ              小学（6）37 女子 平泳ぎ   50m 12才

小林　由寿           ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ            小学（6）38 女子 自由形   50m 12才

小学（6）39 女子 バタフライ   50m 12才

今泉　杏月           ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｽﾞｷ          小学（6）40 女子 自由形  100m 11才

小学（6）41 女子 平泳ぎ   50m 11才

長島　佳暖           ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾉﾝ            小学（5）42 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）43 女子 バタフライ  100m 11才

井上　茅利           ｲﾉｳｴ ｶﾔﾘ             小学（5）44 女子 自由形   50m 11才

小学（5）45 女子 自由形  100m 11才
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ明石
性別: 申込種目:

藤郷　唯衣           ﾌｼﾞｻﾄ ﾕｲ             中学（1）1 女子 自由形  100m 12才

中学（1）2 女子 個人メドレー  200m 12才

北村　杏純           ｷﾀﾑﾗ ｱｽﾞﾐ            小学（6）3 女子 自由形  100m 12才

小学（6）4 女子 個人メドレー  200m 12才

小橋　花華           ｺﾊﾞｼ ﾊﾅｶ             小学（6）5 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）6 女子 個人メドレー  200m 12才

山野　綾音           ﾔﾏﾉ ｱﾔﾈ              小学（4）7 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）8 女子 個人メドレー  200m 9才以下

伊藤來瑠美           ｲﾄｳ ｸﾙﾐ              小学（4）9 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）10 女子 バタフライ   50m 9才以下

寺本果英奈           ﾃﾗﾓﾄ ｶｴﾅ             小学（4）11 女子 自由形  100m 9才以下

小学（4）12 女子 個人メドレー  200m 9才以下

北村　優芽           ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ              小学（4）13 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）14 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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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（3）1 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 14才

中村　陸玖           ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ              中学（2）3 男子 自由形   50m 14才

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 14才

大西　悠翔           ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ             中学（2）5 男子 自由形   50m 14才

中学（2）6 男子 個人メドレー  200m 14才

三田　拓海           ｻﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ             中学（1）7 男子 自由形   50m 13才

中学（1）8 男子 個人メドレー  200m 13才

中元　千隼           ﾅｶﾓﾄ ﾁﾊﾔ             中学（1）9 男子 自由形   50m 13才

中学（1）10 男子 バタフライ  100m 13才

稗田　凌吾           ﾋｴﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ           中学（1）11 男子 自由形  100m 12才

中学（1）12 男子 個人メドレー  200m 12才

大前　吉平           ｵｵﾏｴ ｷｯﾍﾟｲ           中学（1）13 男子 自由形  100m 12才

中学（1）14 男子 平泳ぎ  100m 12才

飯冨　伊織           ｲｲﾄﾐ ｲｵﾘ             小学（6）15 男子 自由形   50m 12才

小学（6）16 男子 平泳ぎ  100m 12才

綱　朔太郎           ﾂﾅ ｻｸﾀﾛｳ             小学（6）17 男子 自由形   50m 12才

小学（6）18 男子 バタフライ   50m 12才

三浦　佑太           ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ              小学（6）19 男子 自由形   50m 12才

小学（6）20 男子 自由形  100m 12才

縄田　颯悟           ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ             小学（6）21 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）22 男子 背泳ぎ  100m 12才

石丸　椋太           ｲｼﾏﾙ ﾘｮｳﾀ            小学（6）23 男子 自由形  100m 12才

小学（6）24 男子 平泳ぎ   50m 12才

小川　大和           ｵｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ             小学（6）25 男子 バタフライ   50m 11才

小学（6）26 男子 個人メドレー  200m 11才

高田承太郎           ﾀｶﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ          小学（6）27 男子 バタフライ   50m 11才

小学（6）28 男子 バタフライ  100m 11才

北詰　大晟           ｷﾀﾂﾞﾒ ｵｵｾｲ           小学（4）29 男子 自由形   50m 10才

小学（4）30 男子 背泳ぎ  100m 10才

梅本　乙樹           ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ             小学（4）31 男子 自由形   50m 10才

小学（4）32 男子 背泳ぎ   50m 10才

吉浦　立稀           ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ             小学（4）33 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）34 男子 平泳ぎ  100m 9才以下

三田　啓介           ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ            小学（4）35 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）36 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

北野　元就           ｷﾀﾉ ﾓﾄﾅﾘ             小学（3）37 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）38 男子 平泳ぎ  100m 9才以下

縄田　航希           ﾅﾜﾀ ｺｳｷ              小学（3）39 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）40 男子 個人メドレー  200m 9才以下

吉浦　育飛           ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ             小学（2）41 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）42 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

清水　楓日           ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ             中学（3）43 女子 バタフライ  100m 14才

中学（3）44 女子 個人メドレー  200m 14才

石丸　菜々           ｲｼﾏﾙ ﾅﾅ              中学（2）45 女子 自由形  100m 14才

中学（2）46 女子 個人メドレー  200m 14才

石川　茶美           ｲｼｶﾜ ﾁｬﾐ             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

安森　　葵           ﾔｽﾓﾘ ｱｵｲ             中学（2）49 女子 平泳ぎ   50m 13才
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安森　　葵           ﾔｽﾓﾘ ｱｵｲ             中学（2）50 女子 個人メドレー  200m 13才

岩田　愛実           ｲﾜﾀ ﾏﾅﾐ              小学（6）51 女子 自由形   50m 12才

小学（6）52 女子 平泳ぎ   50m 12才

中安　杏結           ﾅｶﾔｽ ｱﾕ              小学（6）53 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）54 女子 平泳ぎ  100m 12才

西森　千紗           ﾆｼﾓﾘ ﾁｻ              小学（5）55 女子 自由形   50m 11才

小学（5）56 女子 自由形  100m 11才

田寺　悠莉           ﾀﾃﾞﾗ ﾕﾘ              小学（4）57 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）58 女子 平泳ぎ  100m 10才

三上　陽奈           ﾐｶﾐ ﾋﾅ               小学（4）59 女子 自由形   50m 10才

小学（4）60 女子 バタフライ   50m 10才

加賀瀬百夏           ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ             小学（4）61 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）62 女子 個人メドレー  200m 10才

長谷川結菜           ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾅ            小学（4）63 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）64 女子 個人メドレー  200m 9才以下

清水　菜緒           ｼﾐｽﾞ ﾅｵ              小学（4）65 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）66 女子 個人メドレー  200m 9才以下

稗田かずみ           ﾋｴﾀﾞ ｶｽﾞﾐ            小学（3）67 女子 自由形  100m 9才以下

小学（3）68 女子 背泳ぎ   50m 9才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩパール
性別: 申込種目:

甲斐　秀輝           ｶｲ ﾋﾃﾞｷ              中学（3）1 男子 自由形  100m 14才

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 14才

宇都宮大樹           ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｲｷ            中学（1）3 男子 背泳ぎ  100m 12才

中学（1）4 男子 個人メドレー  200m 12才

金子　護久           ｶﾈｺ ﾓﾘﾋｻ             中学（1）5 男子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）6 男子 個人メドレー  200m 12才

桝田　恭成           ﾏｽﾀ ﾔｽﾅﾘ             小学（6）7 男子 自由形   50m 12才

小学（6）8 男子 個人メドレー  200m 12才

喜田　雄大           ｷﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ            小学（6）9 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 11才

萩原　獅士           ﾊｷﾞﾊﾗ ﾚｵ             小学（5）11 男子 背泳ぎ  100m 11才

小学（5）12 男子 個人メドレー  200m 11才

神谷　優輝           ｶﾐﾔ ﾕｳｷ              小学（5）13 男子 自由形   50m 10才

小学（5）14 男子 自由形  100m 10才

上枝　寛士           ｳｴｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ           小学（5）15 男子 自由形   50m 10才

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 10才

鵜野　晃大           ｳﾉ ｺｳﾀ               小学（5）17 男子 自由形   50m 10才

小学（5）18 男子 個人メドレー  200m 10才

勝部　　悠           ｶﾂﾍﾞ ﾕｳ              小学（4）19 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）20 男子 個人メドレー  200m 10才

鵜野　颯輝           ｳﾉ ｻﾂｷ               小学（2）21 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）22 男子 個人メドレー  200m 8才以下

吉田　祥次           ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ           小学（2）23 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

小学（2）24 男子 個人メドレー  200m 8才以下

三森　康生           ﾐﾂﾓﾘ ｺｳｾｲ            小学（1）25 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

小学（1）26 男子 個人メドレー  200m 8才以下

西岡　美咲           ﾆｼｵｶ ﾐｻｷ             小学（6）27 女子 自由形   50m 12才

小学（6）28 女子 個人メドレー  200m 12才

林　　玲菜           ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ              小学（6）29 女子 自由形  100m 11才

小学（6）30 女子 個人メドレー  200m 11才

甲斐　未爽           ｶｲ ﾐｽｽﾞ              小学（6）31 女子 自由形   50m 11才

小学（6）32 女子 平泳ぎ   50m 11才

國森　彩咲           ｸﾆﾓﾘ ｱﾔｻ             小学（5）33 女子 バタフライ  100m 11才

小学（5）34 女子 個人メドレー  200m 11才

金子　紗弓           ｶﾈｺ ｻﾕﾐ              小学（5）35 女子 自由形   50m 10才

小学（5）36 女子 個人メドレー  200m 10才

國森　芽咲           ｸﾆﾓﾘ ﾒｲｻ             小学（4）37 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）38 女子 バタフライ   50m 10才

桂　　羽音           ｶﾂﾗ ﾊﾉﾝ              小学（4）39 女子 自由形   50m 10才

小学（4）40 女子 個人メドレー  200m 10才

島　　芽衣           ｼﾏ ﾒｲ                小学（3）41 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）42 女子 個人メドレー  200m 9才以下

國森　好奏           ｸﾆﾓﾘ ｺﾉｶ             小学（3）43 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）44 女子 バタフライ   50m 8才以下

勝部　　凛           ｶﾂﾍﾞ ﾘﾝ              小学（2）45 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

小学（2）46 女子 個人メドレー  200m 8才以下

大山　夢羽           ｵｵﾔﾏ ﾑｳ              小学（2）47 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）48 女子 バタフライ   50m 8才以下

上枝　かえ           ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ             小学（2）49 女子 自由形   50m 8才以下
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上枝　かえ           ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ             小学（2）50 女子 個人メドレー  200m 8才以下

28828
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ本山
性別: 申込種目:

山本　幸輝           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ             中学（2）1 男子 自由形  100m 13才

中学（2）2 男子 平泳ぎ   50m 13才

清水　大輔           ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ           小学（6）3 男子 自由形   50m 12才

小学（6）4 男子 平泳ぎ   50m 12才

常友　翔太           ﾂﾈﾄﾓ ｼｮｳﾀ            小学（6）5 男子 自由形   50m 11才

小学（6）6 男子 背泳ぎ   50m 11才

安田　　櫂           ﾔｽﾀﾞ ｶｲ              小学（6）7 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）8 男子 平泳ぎ  100m 11才

山本　大智           ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ            小学（5）9 男子 自由形  100m 11才

小学（5）10 男子 バタフライ   50m 11才

知念　　翼           ﾁﾈﾝ ﾂﾊﾞｻ             小学（5）11 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）12 男子 平泳ぎ  100m 10才

大庭　海有           ｵｵﾊﾞ ﾐｳ              中学（2）13 女子 自由形   50m 14才

荒木　美優           ｱﾗｷ ﾐﾕｳ              中学（2）14 女子 自由形   50m 14才

小阪　愛音           ｺｻｶ ｱﾏﾈ              中学（2）15 女子 自由形  100m 14才

中学（2）16 女子 平泳ぎ  100m 14才

北岸　小春           ｷﾀｷﾞｼ ｺﾊﾙ            中学（1）17 女子 自由形   50m 13才

中学（1）18 女子 自由形  100m 13才

原田　七海           ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ             中学（1）19 女子 自由形   50m 13才

中学（1）20 女子 平泳ぎ  100m 13才

柏木咲和里           ｶｼﾜｷﾞ ｻｵﾘ            中学（1）21 女子 自由形   50m 12才

山元　悠郁           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ             小学（6）22 女子 自由形   50m 12才

小学（6）23 女子 自由形  100m 12才

森本　杏莉           ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝﾘ             小学（6）24 女子 自由形  100m 12才

小学（6）25 女子 平泳ぎ   50m 12才

岩田　　悠           ｲﾜﾀ ﾊﾙｶ              小学（5）26 女子 自由形   50m 11才

小学（5）27 女子 自由形  100m 11才

田川ナナミ           ﾀｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ             小学（5）28 女子 自由形  100m 11才

小学（5）29 女子 背泳ぎ  100m 11才

清水　　絢           ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ            小学（2）30 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）31 女子 背泳ぎ  100m 8才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＡ六甲道
性別: 申込種目:

木谷　駿斗           ｷﾀﾆ ﾊﾔﾄ              中学（2）1 男子 自由形  100m 14才

中学（2）2 男子 背泳ぎ   50m 14才

熊木　　優           ｸﾏｷ ﾕｳ               中学（1）3 男子 自由形  100m 13才

中学（1）4 男子 バタフライ   50m 13才

林　　智信           ﾊﾔｼ ﾁｼﾝ              中学（1）5 男子 自由形   50m 12才

中学（1）6 男子 自由形  100m 12才

猪野　煌太           ｲﾉ ｺｳﾀ               中学（1）7 男子 自由形   50m 12才

中学（1）8 男子 自由形  100m 12才

松村　伊織           ﾏﾂﾑﾗ ｲｵﾘ             小学（5）9 男子 自由形  100m 11才

小学（5）10 男子 平泳ぎ  100m 11才

高島　圭佑           ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ            小学（5）11 男子 自由形   50m 11才

小学（5）12 男子 自由形  100m 11才

後藤　佑進           ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾝ            小学（5）13 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）14 男子 バタフライ  100m 11才

山澤　力樹           ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ             小学（5）15 男子 バタフライ   50m 10才

小学（5）16 男子 バタフライ  100m 10才

難波　祐真           ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾏ             小学（4）17 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）18 男子 平泳ぎ  100m 9才以下

石川　　煌           ｲｼｶﾜ ｺｳ              小学（3）19 男子 バタフライ   50m 8才以下

小学（3）20 男子 個人メドレー  200m 8才以下

山澤　空竜           ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ           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

宮内　葉月           ﾐﾔｳﾁ ﾊﾂﾞｷ            小学（6）23 女子 自由形   50m 11才

小学（6）24 女子 バタフライ   50m 11才

石川　芽依           ｲｼｶﾜ ﾒｲ              小学（5）25 女子 自由形   50m 11才

小学（5）26 女子 自由形  100m 11才

安藤　詩歩           ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾎ             小学（5）27 女子 自由形   50m 11才

小学（5）28 女子 平泳ぎ   50m 11才

坂口　倫菜           ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾅ             小学（3）29 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）30 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

井川ユキノ           ｲｶﾜ ﾕｷﾉ              小学（3）31 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）32 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

宮内　乙葉           ﾐﾔｳﾁ ｵﾄﾊ             小学（2）33 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）34 女子 バタフライ   50m 8才以下

得能　　楓           ﾄｸﾉｳ ｶｴﾃﾞ            小学（2）35 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）36 女子 個人メドレー  200m 8才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ
性別: 申込種目:

山路　公晴           ﾔﾏｼﾞ ｷﾐﾊﾙ            中学（2）1 男子 自由形  100m 14才

中学（2）2 男子 背泳ぎ  100m 14才

鍋田　昌大           ﾅﾍﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ          中学（1）3 男子 自由形   50m 13才

釣　連太朗           ﾂﾘ ﾚﾝﾀﾛｳ             中学（1）4 男子 自由形   50m 13才

中学（1）5 男子 背泳ぎ   50m 13才

辻阪　昭弘           ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ           小学（6）6 男子 自由形  100m 12才

小学（6）7 男子 個人メドレー  200m 12才

西崎誉志久           ﾆｼｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ           小学（6）8 男子 自由形   50m 11才

小学（6）9 男子 背泳ぎ   50m 11才

山口　暖生           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ            小学（5）10 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）11 男子 背泳ぎ  100m 10才

川上　　晴           ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ              小学（5）12 男子 自由形   50m 10才

小学（5）13 男子 平泳ぎ   50m 10才

芦田　悠太           ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ             小学（4）14 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）15 男子 自由形  100m 9才以下

兼井　陸成           ｶﾈｲ ﾘｸﾄ              小学（4）16 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）17 男子 バタフライ   50m 9才以下

石田　唯翔           ｲｼﾀﾞ ﾕｲﾄ             小学（3）18 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）19 男子 バタフライ   50m 8才以下

稲葉　優果           ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｶ             中学（3）20 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（3）21 女子 背泳ぎ  100m 14才

井口　陽菜           ｲｸﾞﾁ ﾋﾅ              中学（2）22 女子 バタフライ   50m 13才

中学（2）23 女子 バタフライ  100m 13才

柳内　未怜           ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾐﾚｲ           中学（1）24 女子 自由形   50m 13才

中学（1）25 女子 自由形  100m 13才

今吉　咲季           ｲﾏﾖｼ ｻｷ              小学（6）26 女子 自由形   50m 12才

小学（6）27 女子 自由形  100m 12才

尾田　結彩           ｵﾀﾞ ﾕｱｻ              小学（6）28 女子 自由形   50m 11才

小学（6）29 女子 背泳ぎ   50m 11才

畑中　りこ           ﾊﾀﾅｶ ﾘｺ              小学（6）30 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）31 女子 平泳ぎ  100m 11才

西田　凜香           ﾆｼﾀﾞ ﾘﾝｶ             小学（6）32 女子 自由形   50m 11才

小学（6）33 女子 背泳ぎ   50m 11才

浅井　杏香           ｱｻｲ ﾓﾓｶ              小学（5）34 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）35 女子 平泳ぎ  100m 11才

井村　凪瀬           ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ             小学（5）36 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）37 女子 平泳ぎ  100m 11才

安田　千展           ﾔｽﾀﾞ ﾁﾋﾛ             小学（5）38 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）39 女子 背泳ぎ  100m 10才

林　　由奈           ﾊﾔｼ ﾕﾅ               小学（5）40 女子 自由形   50m 10才

小学（5）41 女子 バタフライ   50m 10才

北見　優奈           ｷﾀﾐ ﾕﾅ               小学（5）42 女子 自由形   50m 10才

小学（5）43 女子 自由形  100m 10才

尾川ひなた           ｵｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ             小学（5）44 女子 自由形   50m 10才

小学（5）45 女子 自由形  100m 10才

辻阪　若菜           ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ            小学（4）46 女子 自由形   50m 10才

小学（4）47 女子 個人メドレー  200m 10才

吉岡日史花           ﾖｼｵｶ ﾋﾐｶ             小学（3）48 女子 自由形   50m 9才以下

西尾　柚乃           ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ             小学（3）49 女子 自由形   50m 8才以下
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西尾　柚乃           ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ             小学（3）50 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

岩崎　心美           ｲﾜｻｷ ｺｺﾐ             小学（3）51 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）52 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

江端美月季           ｴﾊﾞﾀ ﾐﾂﾞｷ            小学（2）53 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）54 女子 バタフライ   50m 8才以下

28847
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ
性別: 申込種目:

大石　優輝           ｵｵｲｼ ﾕｳｷ             中学（1）1 男子 自由形   50m 13才

中学（1）2 男子 自由形  100m 13才

木村　多聞           ｷﾑﾗ ﾀﾓﾝ              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

小橋　　颯           ｺﾊﾞｼ ﾊﾔﾃ             小学（4）5 男子 自由形   50m 9才以下

田中　心直           ﾀﾅｶ ｺｺﾅ              中学（3）6 女子 自由形   50m 14才

中学（3）7 女子 平泳ぎ   50m 14才

山本　星那           ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ              中学（1）8 女子 自由形   50m 13才

中学（1）9 女子 背泳ぎ   50m 13才

森本　晴香           ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ             中学（1）10 女子 自由形  100m 13才

中学（1）11 女子 個人メドレー  200m 13才

大坪　七海           ｵｵﾂﾎﾞ ﾅﾅﾐ            中学（1）12 女子 自由形   50m 12才

中学（1）13 女子 平泳ぎ   50m 12才

松見　優芽           ﾏﾂﾐ ﾕﾒ               小学（6）14 女子 自由形   50m 12才

小学（6）15 女子 自由形  100m 12才

宮城　心海           ﾐﾔｷﾞ ｺｺﾐ             小学（6）16 女子 自由形   50m 12才

小学（6）17 女子 自由形  100m 12才

小橋穂乃香           ｺﾊﾞｼ ﾎﾉｶ             小学（6）18 女子 自由形  100m 11才

田中　和奏           ﾀﾅｶ ﾜｶﾅ              小学（6）19 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）20 女子 背泳ぎ  100m 11才

三宅　咲彩           ﾐﾔｹ ｻｱﾔ              小学（6）21 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）22 女子 平泳ぎ  100m 11才

浅川穂乃佳           ｱｻｶﾜ ﾎﾉｶ             小学（4）23 女子 自由形   50m 9才以下
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28852
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ妙法寺
性別: 申込種目:

川口　拓音           ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾄ            中学（2）1 男子 自由形  100m 14才

中学（2）2 男子 平泳ぎ  100m 14才

長谷川　漣           ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ             小学（4）3 男子 自由形   50m 10才

小学（4）4 男子 平泳ぎ   50m 10才

福井承太郎           ﾌｸｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ          小学（3）5 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）6 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

三船千梨花           ﾐﾌﾈ ｾﾘｶ              小学（6）7 女子 自由形  100m 12才

小学（6）8 女子 背泳ぎ   50m 12才

青木　海音           ｱｵｷ ﾐｵ               小学（6）9 女子 自由形   50m 11才

小学（6）10 女子 背泳ぎ   50m 11才

本城　羽琉           ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾊﾙ            小学（5）11 女子 自由形   50m 11才

小学（5）12 女子 バタフライ   50m 11才

川口　琴音           ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾄﾈ            小学（5）13 女子 自由形   50m 10才

小学（5）14 女子 背泳ぎ   50m 10才

佐藤　璃青           ｻﾄｳ ﾘｵ               小学（4）15 女子 自由形  100m 10才

小学（4）16 女子 バタフライ   50m 10才

寺本　咲来           ﾃﾗﾓﾄ ｻｷ              小学（4）17 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）18 女子 個人メドレー  200m 9才以下

川口　羽音           ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾉﾝ            小学（3）19 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）20 女子 バタフライ   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:

向井友之介           ﾑｶｲ ﾕｳﾉｽｹ            小学（5）1 男子 自由形   50m 11才

小学（5）2 男子 背泳ぎ  100m 11才

三路　瑞生           ｻﾝｼﾞ ﾐｽﾞｷ            小学（4）3 男子 背泳ぎ  100m 10才

小学（4）4 男子 バタフライ  100m 10才

寺内　駿介           ﾃﾗｳﾁ ｼｭﾝｽｹ           小学（4）5 男子 自由形  100m 10才

小学（4）6 男子 平泳ぎ  100m 10才

北田　郁磨           ｷﾀﾀﾞ ｲｸﾏ             小学（4）7 男子 自由形  100m 9才以下

小学（4）8 男子 背泳ぎ  100m 9才以下

大切　逢那           ｵｵｷﾞﾘ ｱﾅﾝ            小学（3）9 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）10 男子 バタフライ  100m 8才以下

村上　裕紀           ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ             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

三路　秋人           ｻﾝｼﾞ ｱｷﾄ             小学（2）13 男子 自由形   50m 8才以下

大切　星那           ｵｵｷﾞﾘ ｾﾅ             小学（5）14 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）15 女子 個人メドレー  200m 11才

門田　悠姫           ﾓﾝﾀﾞ ﾕｷ              小学（4）16 女子 バタフライ  100m 10才

小学（4）17 女子 個人メドレー  200m 10才

加治屋歩泉           ｶｼﾞﾔ ｱﾕﾐ             小学（4）18 女子 自由形  100m 10才

小学（4）19 女子 バタフライ   50m 10才

細川　佑夏           ﾎｿｶﾜ ﾕﾅ              小学（3）20 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

阪上　永恋           ｻｶｳｴ ｴﾚﾝ             小学（3）21 女子 自由形  100m 8才以下

小学（3）22 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

浅川　真穂           ｱｻｶﾜ ﾏﾎ              小学（3）23 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）24 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

石原　桜空           ｲｼﾊﾗ ｻﾗ              小学（2）25 女子 バタフライ   50m 8才以下

小学（2）26 女子 個人メドレー  200m 8才以下

井手口愛依           ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾒｲ            小学（2）27 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）28 女子 個人メドレー  200m 8才以下

松下ひまり           ﾏﾂｼﾀ ﾋﾏﾘ             小学（2）29 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）30 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

廣江　佐希           ﾋﾛｴ ｻｷ               小学（2）31 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）32 女子 個人メドレー  200m 8才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別: 申込種目:

藤田　青海           ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｮｳ            中学（2）1 男子 バタフライ   50m 14才

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 14才

米田　大輝           ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ             中学（2）3 男子 自由形  100m 14才

中学（2）4 男子 平泳ぎ   50m 14才

土屋航太郎           ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ            中学（2）5 男子 自由形   50m 13才

中学（2）6 男子 バタフライ  100m 13才

竹内　勇希           ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ             小学（6）7 男子 自由形   50m 11才

小学（6）8 男子 背泳ぎ   50m 11才

山﨑　海璃           ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ            小学（5）9 男子 自由形   50m 11才

小学（5）10 男子 自由形  100m 11才

森田　海里           ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ              小学（5）11 男子 自由形   50m 10才

小学（5）12 男子 個人メドレー  200m 10才

水谷　修大           ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ           小学（4）13 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）14 男子 個人メドレー  200m 10才

野中　康貴           ﾉﾅｶ ｺｳｷ              小学（4）15 男子 自由形   50m 10才

小学（4）16 男子 平泳ぎ   50m 10才

米田　知輝           ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ             小学（3）17 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）18 男子 個人メドレー  200m 9才以下

渡邊　晴斗           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ            小学（3）19 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）20 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小野　恭嗣           ｵﾉ ﾀｲｼ               小学（3）21 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）22 男子 バタフライ   50m 8才以下

鶴田　亮介           ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ            小学（2）23 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）24 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

勝山　紘行           ｶﾂﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ            小学（2）25 男子 自由形   50m 8才以下

宮下　智幸           ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾕｷ            小学（2）26 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）27 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

東馬場直志           ﾋｶﾞｼﾊﾞﾊﾞ ﾅｵｼ         小学（1）28 男子 自由形   50m 8才以下

小学（1）29 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

吉田　　櫂           ﾖｼﾀﾞ ｶｲ              小学（1）30 男子 自由形   50m 8才以下

小学（1）31 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

池澤　沙姫           ｲｹｻﾞﾜ ｻｷ             中学（3）32 女子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）33 女子 バタフライ  100m 15･16才

松原　優衣           ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｲ             中学（3）34 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）35 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

岩永なつみ           ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ            中学（3）36 女子 バタフライ   50m 14才

中学（3）37 女子 個人メドレー  200m 14才

酒井　優真           ｻｶｲ ﾕﾏ               中学（2）38 女子 自由形  100m 13才

中学（2）39 女子 個人メドレー  200m 13才

森田　安純           ﾓﾘﾀ ｱｽﾞﾐ             小学（6）40 女子 自由形  100m 12才

小学（6）41 女子 背泳ぎ  100m 12才

中前　　稔           ﾅｶﾏｴ ﾐﾉﾘ             小学（6）42 女子 自由形  100m 11才

小学（6）43 女子 個人メドレー  200m 11才

兵庫　由萌           ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ             小学（6）44 女子 自由形   50m 11才

小学（6）45 女子 自由形  100m 11才

木村　栞夏           ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ              小学（4）46 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）47 女子 個人メドレー  200m 10才

花岡　菜海           ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ             小学（4）48 女子 自由形   50m 10才

小学（4）49 女子 個人メドレー  200m 10才
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長谷川和奏           ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ            小学（3）50 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）51 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

下地　真秀           ｼﾓｼﾞ ﾏﾎ              小学（3）52 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）53 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

吉田　陽奈           ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ              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

北本　　樹           ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ             小学（2）56 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）57 女子 バタフライ   50m 8才以下

水谷　梓愛           ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｽﾞﾅ           小学（2）58 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）59 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

大﨑　咲良           ｵｵｻｷ ｻｸﾗ             小学（2）60 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）61 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

山﨑　美渚           ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｲﾅ            小学（1）62 女子 自由形   50m 8才以下

二杉　琉花           ﾆｽｷﾞ ﾙｶ              小学（1）63 女子 自由形   50m 8才以下

小学（1）64 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

酒井　優歩           ｻｶｲ ﾕﾎ               小学（1）65 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:

沼　駿矢斗           ﾇﾏ ﾊﾔﾄ               小学（6）1 男子 自由形  100m 11才

小学（6）2 男子 平泳ぎ   50m 11才

横田　侑真           ﾕｺﾀ ﾕｳﾏ              小学（5）3 男子 自由形   50m 11才

大竹将太朗           ｵｵﾀｹ ｼｮｳﾀﾛｳ          小学（5）4 男子 自由形   50m 11才

橘　　京佑           ﾀﾁﾊﾞﾅ ｷｮｳｽｹ          小学（5）5 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）6 男子 バタフライ   50m 10才

飯田　哲平           ｲｲﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ           小学（5）7 男子 背泳ぎ   50m 10才

神吉　玲登           ｶﾝｷ ﾚｲﾄ              小学（3）8 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）9 男子 バタフライ   50m 8才以下

中尾　理那           ﾅｶｵ ﾘﾅ               小学（6）10 女子 自由形   50m 12才

小学（6）11 女子 背泳ぎ   50m 12才

三輪　奏羽           ﾐﾜ ｶﾅｳ               小学（6）12 女子 自由形   50m 11才

小学（6）13 女子 背泳ぎ   50m 11才

紙田日菜子           ｶﾐﾀ ﾋﾅｺ              小学（6）14 女子 自由形   50m 11才

小学（6）15 女子 平泳ぎ   50m 11才

紙田　花菜           ｶﾐﾀ ﾊﾅ               小学（4）16 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）17 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

段林　未來           ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｸ           小学（3）18 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）19 女子 バタフライ   50m 9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:

阿部　真翼           ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ              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

平川　颯汰           ﾋﾗｶﾜ ｿｳﾀ             中学（2）3 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 14才

中西　一太           ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ             中学（2）5 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）6 男子 平泳ぎ  100m 14才

美川　恭亮           ﾐｶﾜ ｷｮｳｽｹ            中学（2）7 男子 自由形   50m 13才

中学（2）8 男子 自由形  100m 13才

江野澤裕樹           ｴﾉｻﾜ ﾕｳｷ             中学（2）9 男子 自由形   50m 13才

中学（2）10 男子 自由形  100m 13才

新藤　亮太           ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ           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

渡瀬　駿介           ﾜﾀｾ ｼｭﾝｽｹ            小学（6）13 男子 自由形   50m 11才

小学（6）14 男子 背泳ぎ   50m 11才

幸尻　朝陽           ｺｳｼﾞﾘ ｱｻﾋ            小学（6）15 男子 自由形   50m 11才

小学（6）16 男子 バタフライ   50m 11才

村井　大和           ﾑﾗｲ ﾔﾏﾄ              小学（4）17 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）18 男子 平泳ぎ  100m 10才

幸尻　温希           ｺｳｼﾞﾘ ｱﾂｷ            小学（4）19 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）20 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

中川　温心           ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｷ            小学（3）21 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）22 男子 個人メドレー  200m 9才以下

福井　寛人           ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ              小学（3）23 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

小学（3）24 男子 平泳ぎ  100m 8才以下

近田　　築           ｺﾝﾀﾞ ｷｽﾞｸ            小学（3）25 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）26 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

小縣　愛華           ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ             中学（2）27 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（2）28 女子 背泳ぎ  100m 13才

岡山　彩乃           ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ             小学（6）29 女子 自由形   50m 11才

小学（6）30 女子 自由形  100m 11才

深澤　寿心           ﾌｶｻﾞﾜ ｺｺﾛ            小学（6）31 女子 自由形   50m 11才

小学（6）32 女子 自由形  100m 11才

大室　澄玲           ｵｵﾑﾛ ｽﾐﾚ             小学（5）33 女子 平泳ぎ  100m 10才

小学（5）34 女子 個人メドレー  200m 10才

小山　桜歩           ｺﾔﾏ ｻﾎ               小学（4）35 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）36 女子 バタフライ   50m 10才

原　櫻里杏           ﾊﾗ ｻﾘｱ               小学（3）37 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）38 女子 自由形  100m 8才以下

19/29 ページ2017年8月6日 13:43:25



第2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

28866
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ加西
性別: 申込種目:

川野　泰雅           ｶﾜﾉ ﾀｲｶﾞ             小学（6）1 男子 バタフライ   50m 11才

小学（6）2 男子 バタフライ  100m 11才

高瀬　悠生           ﾀｶｾ ﾕｳｷ              小学（4）3 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）4 男子 バタフライ   50m 9才以下

豊増　陽空           ﾄﾖﾏｽ ﾊﾙｸ             小学（3）5 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）6 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

木村　照英           ｷﾑﾗ ｼｮｳｴｲ            小学（2）7 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）8 男子 バタフライ   50m 8才以下

水谷　悠聖           ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｾｲ           小学（2）9 男子 自由形   50m 8才以下

岡本　和奈           ｵｶﾓﾄ ﾅﾅ              小学（5）10 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）11 女子 個人メドレー  200m 10才

北条　日愛           ﾎｳｼﾞｮｳ ﾋﾖﾘ           小学（4）12 女子 自由形   50m 10才

小学（4）13 女子 平泳ぎ   50m 10才

中川　歩美           ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾕﾐ            小学（4）14 女子 自由形   50m 10才

小学（4）15 女子 個人メドレー  200m 10才

梅田　遥可           ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙｶ             小学（3）16 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）17 女子 バタフライ   50m 9才以下

岡本　瑞生           ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ            小学（3）18 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）19 女子 バタフライ   50m 9才以下

笠川　紗里           ｶｻｶﾞﾜ ｻﾘ             小学（3）20 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）21 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

住田　乙姫           ｽﾐﾀﾞ ｲﾂｷ             小学（2）22 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）23 女子 バタフライ   50m 8才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別: 申込種目:

八十　　碧           ﾔｿ ｱｵｲ               中学（1）1 男子 バタフライ   50m 12才

中学（1）2 男子 バタフライ  100m 12才

廣瀬　大誠           ﾋﾛｾ ﾀｲｾｲ             小学（6）3 男子 自由形   50m 12才

小学（6）4 男子 背泳ぎ   50m 12才

三木　颯翔           ﾐｷ ﾊﾔﾄ               小学（6）5 男子 自由形  100m 12才

小学（6）6 男子 背泳ぎ   50m 12才

児島　優叶           ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ             小学（6）7 男子 自由形   50m 12才

小学（6）8 男子 バタフライ   50m 12才

角倉　亘紀           ｶﾄﾞｸﾗ ｺｳｷ            小学（6）9 男子 自由形   50m 12才

小学（6）10 男子 バタフライ   50m 12才

山本　春樹           ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ             小学（5）11 男子 自由形   50m 11才

林　　凌央           ﾊﾔｼ ﾘｮｵ              小学（5）12 男子 自由形   50m 11才

小学（5）13 男子 平泳ぎ   50m 11才

三井　悠暉           ﾐﾂｲ ﾕｳｷ              小学（5）14 男子 自由形  100m 11才

小学（5）15 男子 背泳ぎ  100m 11才

永島　昌悟           ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ          小学（5）16 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）17 男子 バタフライ   50m 10才

内海　陽生           ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ              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

木下倫太郎           ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ           小学（4）20 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）21 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

横山奏太朗           ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ           小学（3）22 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）23 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

岡本　一歩           ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ            小学（3）24 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）25 男子 バタフライ   50m 9才以下

佐藤煌太朗           ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ            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

松尾　悠世           ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ             小学（3）28 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）29 男子 バタフライ   50m 9才以下

西雄　友隼           ﾆｼｵ ﾕｳﾄ              小学（3）30 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）31 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

内海　暁翔           ｳﾂﾐ ｱｷﾄ              小学（3）32 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）33 男子 背泳ぎ   50m 8才以下

田上　圭児           ﾀﾉｳｴ ｹｲｺﾞ            小学（2）34 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）35 男子 バタフライ   50m 8才以下

八十　　楓           ﾔｿ ｶｴﾃﾞ              小学（2）36 男子 自由形   50m 8才以下

竹本　蒼志           ﾀｹﾓﾄ ｿｳｼ             小学（2）37 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）38 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

間彦　秀亮           ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ            小学（2）39 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）40 男子 個人メドレー  200m 8才以下

児島　弥優           ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ              中学（2）41 女子 バタフライ  100m 13才

中学（2）42 女子 個人メドレー  200m 13才

西雄　愛莉           ﾆｼｵ ｱｲﾘ              小学（6）43 女子 自由形   50m 11才

小学（6）44 女子 バタフライ   50m 11才

釣田　妃那           ﾂﾘﾀ ﾋﾅ               小学（6）45 女子 自由形   50m 11才

小学（6）46 女子 自由形  100m 11才

溝端　友美           ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ           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

渡部　愛佳           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ            小学（5）49 女子 自由形   50m 11才
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渡部　愛佳           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ            小学（5）50 女子 平泳ぎ   50m 11才

中川　琴葉           ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾊ            小学（4）51 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）52 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

北尾來怜羽           ｷﾀｵ ｸﾚﾊ              小学（3）53 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）54 女子 背泳ぎ   50m 8才以下

塚原　　楽           ﾂｶﾊﾗ ｻｻ              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
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28881
氏名: カナ: 学校:No.:

MacS武庫川
性別: 申込種目:

宇野　　陸           ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ              中学（2）1 男子 バタフライ   50m 13才

中学（2）2 男子 バタフライ  100m 13才

戸上　光助           ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ            中学（1）3 男子 自由形   50m 12才

中学（1）4 男子 バタフライ   50m 12才

佐野　佳輝           ｻﾉ ﾖｼｷ               中学（1）5 男子 自由形   50m 12才

中学（1）6 男子 自由形  100m 12才

佐野　新太           ｻﾉ ｱﾗﾀ               中学（1）7 男子 自由形   50m 12才

中村　陽太           ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ             小学（6）8 男子 自由形   50m 11才

小学（6）9 男子 平泳ぎ   50m 11才

山本　　悟           ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ             小学（6）10 男子 自由形   50m 11才

辻森　魁人           ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ            小学（6）11 男子 平泳ぎ  100m 11才

小学（6）12 男子 個人メドレー  200m 11才

松本　一輝           ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ            小学（6）13 男子 自由形   50m 11才

田中　優音           ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ              小学（5）14 男子 自由形   50m 11才

小学（5）15 男子 自由形  100m 11才

小南　有輝           ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ             小学（5）16 男子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）17 男子 個人メドレー  200m 11才

松岡　蓮汰           ﾏﾂｵｶ ﾚﾝﾀ             小学（5）18 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）19 男子 バタフライ   50m 11才

堀　　和喜           ﾎﾘ ｶｽﾞｷ              小学（5）20 男子 自由形   50m 10才

小学（5）21 男子 平泳ぎ   50m 10才

森川　大羽           ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲﾊﾞ           小学（5）22 男子 自由形   50m 10才

小学（5）23 男子 自由形  100m 10才

田中　琉生           ﾀﾅｶ ﾙｲ               小学（4）24 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）25 男子 平泳ぎ  100m 9才以下

中嶋望々花           ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ            中学（3）26 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）27 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

田中　恵梨           ﾀﾅｶ ｴﾘ               中学（1）28 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）29 女子 平泳ぎ  100m 12才

米田　　華           ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ              小学（6）30 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）31 女子 バタフライ  100m 12才

柴田　芽依           ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ              小学（6）32 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）33 女子 バタフライ  100m 12才

関本　　遥           ｾｷﾓﾄ ﾊﾙｶ             小学（6）34 女子 自由形   50m 12才

小学（6）35 女子 個人メドレー  200m 12才

松本　尚子           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｺ             小学（6）36 女子 自由形   50m 12才

小学（6）37 女子 個人メドレー  200m 12才

岡田　彩来           ｵｶﾀﾞ ｻﾗ              小学（5）38 女子 自由形   50m 11才

小学（5）39 女子 個人メドレー  200m 11才

大野　麗奈           ｵｵﾉ ﾚﾅ               小学（5）40 女子 自由形   50m 10才

小学（5）41 女子 バタフライ   50m 10才

大橋　茉莉           ｵｵﾊｼ ﾏﾘ              小学（5）42 女子 自由形   50m 10才

小学（5）43 女子 個人メドレー  200m 10才

23/29 ページ2017年8月6日 13:43:25



第2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

28883
氏名: カナ: 学校:No.:

こうでら
性別: 申込種目:

藤田　　宙           ﾌｼﾞﾀ ｿﾗ              中学（2）1 男子 自由形   50m 13才

中学（2）2 男子 自由形  100m 13才

中島　寛太           ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ             小学（5）3 男子 自由形  100m 11才

小学（5）4 男子 背泳ぎ  100m 11才

中島　丈瑠           ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ             小学（3）5 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）6 男子 個人メドレー  200m 9才以下

大野　龍平           ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ            小学（3）7 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）8 男子 個人メドレー  200m 9才以下

岡崎　　佳           ｵｶｻﾞｷ ｹｲ             小学（6）9 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）10 女子 個人メドレー  200m 12才

林　　舞桜           ﾊﾔｼ ﾏｵ               小学（5）11 女子 自由形   50m 11才

小学（5）12 女子 背泳ぎ   50m 11才

木下　結愛           ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ             小学（5）13 女子 バタフライ  100m 10才

小学（5）14 女子 個人メドレー  200m 10才

神野　　咲           ｶﾐﾉ ｻｷ               小学（5）15 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）16 女子 背泳ぎ  100m 10才

種田　果恵           ﾀﾈﾀﾞ ｶｴ              小学（4）17 女子 自由形   50m 10才

小学（4）18 女子 個人メドレー  200m 10才

川村　咲葵           ｶﾜﾑﾗ ｻｷ              小学（4）19 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）20 女子 平泳ぎ  100m 10才

岡田　彩那           ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾅ             小学（4）21 女子 自由形   50m 10才

小学（4）22 女子 個人メドレー  200m 10才

花岡　素実           ﾊﾅｵｶ ﾓﾄﾐ             小学（4）23 女子 自由形  100m 9才以下

小学（4）24 女子 個人メドレー  200m 9才以下

28892
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ津名
性別: 申込種目:

北野上隼人           ｷﾀﾉｳｴ ﾊﾔﾄ            中学（2）1 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 13才

松田　葉路           ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ              小学（6）3 男子 自由形   50m 11才

小学（6）4 男子 個人メドレー  200m 11才

髙須　悠仁           ﾀｶｽ ﾊﾙﾄ              小学（4）5 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）6 男子 バタフライ   50m 9才以下

魚﨑　寛生           ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ           小学（4）7 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）8 男子 個人メドレー  200m 9才以下

菅　　愛歩           ｶﾝ ｱｲﾎ               小学（5）9 女子 自由形   50m 11才

小学（5）10 女子 平泳ぎ   50m 11才
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28900
氏名: カナ: 学校:No.:

ＰＳＫ
性別: 申込種目:

小川　旻昊           ｵｶﾞﾜ ﾐﾝｺｳ            中学（2）1 男子 自由形   50m 14才

中学（2）2 男子 自由形  100m 14才

常岡　直矢           ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ             中学（2）3 男子 自由形   50m 13才

中学（2）4 男子 自由形  100m 13才

牧　那央斗           ﾏｷ ﾅｵﾄ               中学（1）5 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）6 男子 平泳ぎ  100m 13才

細見　佑貴           ﾎｿﾐ ﾕｳｷ              小学（5）7 男子 自由形   50m 11才

小学（5）8 男子 自由形  100m 11才

田村恭太郎           ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾀﾛｳ           小学（5）9 男子 自由形   50m 11才

小学（5）10 男子 自由形  100m 11才

阪本　了太           ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ            小学（5）11 男子 自由形   50m 10才

小学（5）12 男子 個人メドレー  200m 10才

村尾　祐輔           ﾑﾗｵ ﾕｳｽｹ             小学（5）13 男子 自由形   50m 10才

小学（5）14 男子 個人メドレー  200m 10才

牧　　佑畏           ﾏｷ ﾕｳｲ               小学（4）15 男子 自由形   50m 10才

小学（4）16 男子 個人メドレー  200m 10才

谷田　康晟           ﾀﾆﾀﾞ ｺｳｾｲ            小学（4）17 男子 自由形   50m 10才

小学（4）18 男子 個人メドレー  200m 10才

村上　凉汰           ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ            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

八尾　鴻輝           ﾔｵ ｺｳｷ               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

谷田　寛英           ﾀﾆﾀﾞ ｶﾝｴｲ            小学（2）23 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）24 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

荻野　遥花           ｵｷﾞﾉ ﾊﾙｶ             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

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（2）1 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）2 男子 バタフライ  100m 14才

岡住　直和           ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ            小学（6）3 男子 バタフライ  100m 11才

小学（6）4 男子 個人メドレー  200m 11才

南　　勇希           ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ              小学（5）5 男子 自由形  100m 11才

小学（5）6 男子 個人メドレー  200m 11才

中尾　允紀           ﾅｶｵ ﾐﾂｷ              小学（4）7 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）8 男子 個人メドレー  200m 9才以下

植木はる菜           ｳｴｷ ﾊﾙﾅ              小学（4）9 女子 自由形   50m 10才

小学（4）10 女子 個人メドレー  200m 10才
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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（2）1 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）2 男子 平泳ぎ  100m 14才

伴　　陸功           ﾊﾞﾝ ﾘｸ               中学（1）3 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）4 男子 平泳ぎ  100m 13才

大楽　竜世           ﾀﾞｲﾗｸ ﾘｭｳｾｲ          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

中筋武之介           ﾅｶｽｼﾞ ﾀｹﾉｽｹ          小学（4）7 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）8 男子 背泳ぎ  100m 10才

八木　一樹           ﾔｷﾞ ｶｽﾞｷ             小学（4）9 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）10 男子 個人メドレー  200m 10才

澤田伸一郎           ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ          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

平山　喜大           ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ            小学（3）13 男子 自由形   50m 9才以下

坂田　　晴           ｻｶﾀ ﾊﾙ               小学（3）14 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）15 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

有時　伶音           ｱﾘﾄｷ ﾚﾉﾝ             小学（2）16 男子 自由形   50m 8才以下

小学（2）17 男子 バタフライ   50m 8才以下

平山　桃香           ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ             中学（1）18 女子 自由形   50m 12才

中学（1）19 女子 個人メドレー  200m 12才

吉水　華香           ﾖｼﾐｽﾞ ﾊﾅｶ            小学（6）20 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）21 女子 バタフライ  100m 11才

平山しおり           ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ             小学（5）22 女子 自由形  100m 11才

小学（5）23 女子 背泳ぎ  100m 11才

福井　千遥           ﾌｸｲ ﾁﾊﾙ              小学（5）24 女子 自由形  100m 10才

小学（5）25 女子 背泳ぎ  100m 10才

大楽　彩華           ﾀﾞｲﾗｸ ｲﾛﾊ            小学（3）26 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）27 女子 平泳ぎ   50m 8才以下

平山　麻子           ﾋﾗﾔﾏ ﾏｺ              小学（2）28 女子 自由形   50m 8才以下

小学（2）29 女子 背泳ぎ   50m 8才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

赤穂ＳＳ
性別: 申込種目:

山口　康生           ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ           中学（1）1 男子 自由形  100m 13才

中学（1）2 男子 個人メドレー  200m 13才

横田空太郎           ﾖｺﾀ ｺｳﾀﾛｳ            中学（1）3 男子 平泳ぎ  100m 13才

長田　晃世           ｵｻﾀﾞ ｺｳｾｲ            中学（1）4 男子 自由形   50m 12才

中学（1）5 男子 自由形  100m 12才

長田　聖治           ｵｻﾀﾞ ｾｲｼﾞ            中学（1）6 男子 自由形   50m 12才

中学（1）7 男子 背泳ぎ  100m 12才

花岡　　諒           ﾊﾅｵｶ ﾘｮｳ             小学（6）8 男子 自由形   50m 11才

小学（6）9 男子 平泳ぎ   50m 11才

根本聡太郎           ﾈﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ            小学（6）10 男子 自由形   50m 11才

小学（6）11 男子 バタフライ   50m 11才

眞鼻　宝功           ﾏﾊﾅ ﾄﾓﾅﾘ             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

川添　博陽           ｶﾜｿﾞｴ ﾊｸﾖｳ           小学（5）14 男子 自由形   50m 10才

山本　達稀           ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｷ             小学（4）15 男子 自由形   50m 10才

小学（4）16 男子 平泳ぎ   50m 10才

小坂　悠人           ｺｻｶ ﾕｳﾄ              小学（4）17 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）18 男子 バタフライ   50m 9才以下

鶴亀　凱童           ﾂﾙｶﾒ ｶｲﾄﾞｳ           小学（4）19 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）20 男子 個人メドレー  200m 9才以下

松原　沙奈           ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾅ             中学（2）21 女子 自由形   50m 14才

中学（2）22 女子 自由形  100m 14才

大川　希姫           ｵｵｶﾜ ｷｷ              中学（1）23 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）24 女子 バタフライ   50m 13才

中川　知優           ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ            中学（1）25 女子 自由形  100m 13才

河村　　凜           ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ              中学（1）26 女子 自由形  100m 13才

笠原穂乃果           ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ             小学（6）27 女子 自由形   50m 12才

小学（6）28 女子 バタフライ   50m 12才

北川　千颯           ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾊﾔ            小学（6）29 女子 自由形   50m 12才

小学（6）30 女子 背泳ぎ   50m 12才

塩田　瑠愛           ｼｵﾀ ﾙﾈ               小学（6）31 女子 バタフライ   50m 12才

土谷　咲弥           ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ              小学（6）32 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）33 女子 バタフライ   50m 11才

横田　芙季           ﾖｺﾀ ﾌｷ               小学（4）34 女子 自由形   50m 9才以下

前田　梨花           ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ             小学（4）35 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）36 女子 平泳ぎ   50m 9才以下
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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（3）1 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 14才

仁尾　　凌           ﾆｵ ﾘｮｳ               中学（1）3 男子 自由形   50m 13才

中学（1）4 男子 背泳ぎ  100m 13才

上野本颯太           ｳｴﾉﾓﾄ ｿｳﾀ            中学（1）5 男子 自由形  100m 12才

中学（1）6 男子 個人メドレー  200m 12才

中井　　玲           ﾅｶｲ ﾘｮｳ              小学（6）7 男子 自由形   50m 11才

小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 11才

森　　暖人           ﾓﾘ ﾊﾙﾄ               小学（6）9 男子 自由形   50m 11才

小学（6）10 男子 平泳ぎ   50m 11才

梅田　大陸           ｳﾒﾀﾞ ﾘｸ              小学（3）11 男子 自由形  100m 9才以下

小学（3）12 男子 背泳ぎ  100m 9才以下

青木　　暖           ｱｵｷ ﾊﾙ               小学（3）13 男子 自由形   50m 8才以下

小学（3）14 男子 平泳ぎ   50m 8才以下

吉田　涼香           ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ            中学（2）15 女子 自由形   50m 14才

中学（2）16 女子 個人メドレー  200m 14才

川田　鈴奈           ｶﾜﾀ ｽｽﾞﾅ             中学（2）17 女子 自由形   50m 14才

中学（2）18 女子 個人メドレー  200m 14才

玉野　紗妃           ﾀﾏﾉ ｻｷ               中学（1）19 女子 自由形   50m 13才

中学（1）20 女子 自由形  100m 13才

森本菜々美           ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ             中学（1）21 女子 自由形   50m 13才

中学（1）22 女子 個人メドレー  200m 13才

杉本　美月           ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ           中学（1）23 女子 バタフライ  100m 12才

中学（1）24 女子 個人メドレー  200m 12才

清水　杏梨           ｼﾐｽﾞ ｱﾝﾘ             中学（1）25 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）26 女子 背泳ぎ  100m 12才

米田　汐音           ﾖﾈﾀﾞ ｼｵﾈ             小学（6）27 女子 自由形   50m 12才

小学（6）28 女子 平泳ぎ   50m 12才

川田　幸奈           ｶﾜﾀ ﾕｷﾅ              小学（6）29 女子 自由形   50m 11才

小学（6）30 女子 自由形  100m 11才

内田　歩夢           ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ             小学（5）31 女子 自由形   50m 11才

小学（5）32 女子 自由形  100m 11才

横山　若奈           ﾖｺﾔﾏ ﾜｶﾅ             小学（5）33 女子 自由形   50m 11才

濱野　明彩           ﾊﾏﾉ ｱｲ               小学（5）34 女子 自由形   50m 11才

小学（5）35 女子 平泳ぎ   50m 11才

後藤ほなみ           ｺﾞﾄｳ ﾎﾅﾐ             小学（5）36 女子 自由形   50m 10才

小学（5）37 女子 バタフライ   50m 10才

平山　春香           ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙｶ             小学（4）38 女子 自由形   50m 10才

小学（4）39 女子 平泳ぎ   50m 10才

阪本　望帆           ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ              小学（4）40 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）41 女子 個人メドレー  200m 10才

仁尾　妃花           ﾆｵ ﾋﾒｶ               小学（4）42 女子 自由形  100m 9才以下

小学（4）43 女子 平泳ぎ  100m 9才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

洲本ＳＰ
性別: 申込種目:

森川　凜空           ﾓﾘｶﾜ ﾘﾝｸ             中学（3）1 男子 自由形   50m 14才

阿部　侑也           ｱﾍﾞ ﾕｳﾔ              小学（6）2 男子 自由形   50m 11才

森本　　樹           ﾓﾘﾓﾄ ｲﾂｷ             小学（5）3 男子 自由形   50m 10才

小学（5）4 男子 背泳ぎ   50m 10才

竹中　蒼人           ﾀｹﾅｶ ｿﾗﾄ             小学（3）5 男子 自由形  100m 8才以下

小学（3）6 男子 背泳ぎ  100m 8才以下

藤田　和希           ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ            中学（1）7 女子 自由形   50m 13才

中学（1）8 女子 自由形  100m 13才

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（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

三宅　宗良           ﾐﾔｹ ｿﾗ               中学（1）3 男子 自由形   50m 13才

中学（1）4 男子 バタフライ  100m 13才

原口　煌生           ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ            小学（2）5 男子 自由形   50m 8才以下

川上　美鈴           ｶﾜｶﾐ ﾐｽｽﾞ            中学（3）6 女子 自由形   50m 14才

中学（3）7 女子 自由形  100m 14才

平山　莉名           ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ              中学（2）8 女子 自由形   50m 13才

中学（2）9 女子 自由形  100m 13才

川上　麻緒           ｶﾜｶﾐ ﾏｵ              中学（1）10 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）11 女子 平泳ぎ  100m 12才

竹谷　結羽           ﾀｹﾀﾆ ﾕｳ              小学（6）12 女子 自由形   50m 12才

小学（6）13 女子 個人メドレー  200m 12才

西田　千咲           ﾆｼﾀﾞ ﾁｻ              小学（6）14 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）15 女子 バタフライ  100m 11才

谷池　葵衣           ﾀﾆｲｹ ｱｵｲ             小学（5）16 女子 自由形  100m 11才

小学（5）17 女子 個人メドレー  200m 11才

田浦　明泉           ﾀｳﾗ ﾒｲ               小学（5）18 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）19 女子 背泳ぎ  100m 10才

谷池　栞里           ﾀﾆｲｹ ｼｵﾘ             小学（3）20 女子 自由形   50m 8才以下

平野　美海           ﾋﾗﾉ ﾐﾐ               小学（3）21 女子 自由形   50m 8才以下

小学（3）22 女子 バタフライ   50m 8才以下
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