
平成29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

26561
氏名: カナ: 学校:No.:

ゆめパレア
性別: 申込種目:

小野　雄大           ｵﾉ ﾕｳﾀﾞｲ             中学（3）1 男子 自由形  200m 14才

中学（3）2 男子 自由形  400m 14才

野中翔一郎           ﾉﾅｶ ｼｮｳｲﾁﾛｳ          小学（6）3 男子 個人メドレー  200m 12才

香山　隼輝           ｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｷ            小学（6）4 男子 自由形   50m 11才

小学（6）5 男子 平泳ぎ   50m 11才

福田　菜那           ﾌｸﾀﾞ ﾅﾅ              小学（6）6 女子 平泳ぎ   50m 12才

村上　愛花           ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ             小学（6）7 女子 自由形   50m 11才

小学（6）8 女子 バタフライ   50m 11才

水谷　小雪           ﾐｽﾞﾀﾆ ｺﾕｷ            小学（6）9 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）10 女子 バタフライ  100m 11才

中居彩花里           ﾅｶｲ ｱｶﾘ              小学（6）11 女子 自由形   50m 11才

小学（6）12 女子 バタフライ   50m 11才

松田　真衣           ﾏﾂﾀﾞ ﾏｲ              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

野中　梨乃           ﾉﾅｶ ﾘﾉ               小学（3）15 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）16 女子 個人メドレー  200m 9才以下

27228
氏名: カナ: 学校:No.:

コスパさかい
性別: 申込種目:

上田　純平           ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

大浦　颯喜           ｵｵｳﾗ ﾘｭｳｷ            中学（3）3 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）4 男子 バタフライ  200m 14才

金村　尭祥           ｶﾈﾑﾗ ﾀｶﾖｼ            中学（3）5 男子 自由形   50m 14才

中学（3）6 男子 自由形  100m 14才

金森　智行           ｶﾅﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ            中学（1）7 男子 自由形   50m 12才

中学（1）8 男子 平泳ぎ  100m 12才

北野　寛太           ｷﾀﾉ ｶﾝﾀ              小学（6）9 男子 自由形   50m 12才

吉岡　佑起           ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ             小学（5）10 男子 自由形   50m 10才

小学（5）11 男子 個人メドレー  200m 10才

辻畑　勇気           ﾂｼﾞﾊﾀ ﾕｳｷ            小学（5）12 男子 自由形   50m 10才

小学（5）13 男子 自由形  100m 10才

小林　　凛           ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ             中学（1）14 女子 自由形   50m 12才

中学（1）15 女子 自由形  100m 12才

松田　美緒           ﾏﾂﾀﾞ ﾐｵ              小学（5）16 女子 自由形   50m 10才

小学（5）17 女子 個人メドレー  200m 10才

木岡　香望           ｷｵｶ ｶﾉ               小学（4）18 女子 自由形   50m 10才

小学（4）19 女子 自由形  100m 10才

嶋村　空乃           ｼﾏﾑﾗ ｿﾗﾉ             小学（4）20 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）21 女子 自由形  100m 9才以下
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平成29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

27400
氏名: カナ: 学校:No.:

NSI Taiken
性別: 申込種目:

池田　雅哉           ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ             中学（2）1 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）2 男子 平泳ぎ  200m 14才

杉山　優希           ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ            中学（2）3 男子 自由形  200m 14才

中学（2）4 男子 自由形  400m 14才

小林　雅弥           ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ            中学（2）5 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）6 男子 背泳ぎ  200m 13才

石塚　　温           ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ            中学（2）7 男子 自由形  100m 13才

中学（2）8 男子 自由形  200m 13才

南條　雄飛           ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾋ           中学（2）9 男子 バタフライ  100m 13才

中学（2）10 男子 バタフライ  200m 13才

清水　優友           ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ            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

為房　利空           ﾀﾒﾌｻ ﾘｸ              中学（1）13 男子 自由形   50m 12才

池田　篤朗           ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾛｳ            小学（6）14 男子 自由形   50m 12才

小学（6）15 男子 バタフライ   50m 12才

小又　涼人           ｺﾏﾀ ﾘｮｳﾄ             小学（6）16 男子 自由形  100m 11才

小学（6）17 男子 個人メドレー  200m 11才

渡邉　春樹           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ            小学（5）18 男子 自由形   50m 11才

小学（5）19 男子 平泳ぎ   50m 11才

岡島　立修           ｵｶｼﾞﾏ ﾘｯｼｭｳ          小学（5）20 男子 自由形   50m 10才

小学（5）21 男子 自由形  100m 10才

清水　啓太           ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ             小学（4）22 男子 自由形   50m 10才

小学（4）23 男子 バタフライ   50m 10才

田中　　菖           ﾀﾅｶ ｱﾔﾒ              高校（1）24 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）25 女子 自由形  100m 15･16才

髙橋M　小百合        ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｱﾝﾅｻﾕﾘ        中学（1）26 女子 自由形   50m 13才

中学（1）27 女子 自由形  100m 13才

吉ノ元美優           ﾖｼﾉﾓﾄ ﾐﾕｳ            中学（1）28 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）29 女子 バタフライ  200m 13才

中野　美玲           ﾅｶﾉ ﾐﾚｲ              中学（1）30 女子 自由形  200m 12才

中学（1）31 女子 バタフライ  100m 12才

池田すみれ           ｲｹﾀﾞ ｽﾐﾚ             中学（1）32 女子 自由形  100m 12才

中学（1）33 女子 自由形  200m 12才

村田伊緒理           ﾑﾗﾀ ｲｵﾘ              小学（5）34 女子 自由形   50m 10才

奴田原果穂           ﾇﾀﾊﾗ ｶﾎ              小学（5）35 女子 自由形   50m 10才

丸山　実紅           ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ              小学（4）36 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）37 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

福浪　彩葵           ﾌｸﾅﾐ ｻｷ              小学（3）38 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）39 女子 背泳ぎ   50m 9才以下
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平成29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

27502
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ光明池
性別: 申込種目:

髙倉　翔太           ﾀｶｸﾗ ｼｮｳﾀ            高校（3）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

佐々木皓匠           ｻｻｷ ｺｳｼｮｳ            高校（2）2 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）3 男子 自由形  200m 15･16才

山本　貫太           ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ             中学（3）4 男子 自由形  200m 15･16才

中学（3）5 男子 自由形  400m 15･16才

長束　洸希           ﾅｶﾞﾂｶ ﾋﾛｷ            小学（6）6 男子 自由形  100m 11才

小学（6）7 男子 個人メドレー  200m 11才

家入　　好           ｲｴｲﾘ ｺﾉﾑ             小学（5）8 男子 自由形   50m 10才

小学（5）9 男子 個人メドレー  200m 10才

長束　柾希           ﾅｶﾞﾂｶ ﾏｻｷ            小学（4）10 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）11 男子 個人メドレー  200m 9才以下

又木　　遥           ﾏﾀｷ ﾊﾙｶ              中学（1）12 女子 背泳ぎ  100m 13才

桑原　侑愛           ｸﾜﾊﾗ ﾕｳｱ             小学（5）13 女子 自由形   50m 11才

篠原　凜子           ｼﾉﾊﾗ ﾘｺ              小学（4）14 女子 自由形   50m 10才

小学（4）15 女子 バタフライ   50m 10才

野口　心紅           ﾉｸﾞﾁ ｼﾝｸ             小学（4）16 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）17 女子 バタフライ   50m 9才以下

28311
氏名: カナ: 学校:No.:

洲本高校
性別: 申込種目:

大江　翔也           ｵｵｴ ﾄｷﾔ              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

森　日菜子           ﾓﾘ ﾋﾅｺ               高校（3）3 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

奈良　悠花           ﾅﾗ ﾊﾙｶ               高校（2）4 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

前田明日香           ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ             高校（2）6 女子 自由形   50m 15･16才

田村安葵以           ﾀﾑﾗ ｱｵｲ              高校（1）7 女子 自由形   50m 15･16才

28606
氏名: カナ: 学校:No.:

三田松聖高校
性別: 申込種目:

小島　慎也           ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ             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

足立　薫音           ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾈ             高校（2）3 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）4 女子 自由形  100m 15･16才
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平成29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

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             高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）2 男子 自由形  100m 15･16才

小森　海斗           ｺﾓﾘ ｶｲﾄ              高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16才

小野　幹太           ｵﾉ ｶﾝﾀ               中学（2）5 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）6 男子 個人メドレー  400m 14才

加谷　幹登           ｶﾔ ﾐｷﾄ               中学（2）7 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）8 男子 個人メドレー  400m 14才

西垣　太陽           ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ           中学（2）9 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）10 男子 個人メドレー  400m 13才

馬場　冬真           ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ            中学（1）11 男子 個人メドレー  200m 13才

上林　　意           ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ           中学（1）12 男子 自由形  200m 12才

中学（1）13 男子 個人メドレー  200m 12才

小澤　大地           ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ            小学（6）14 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）15 男子 背泳ぎ  100m 12才

伊藤虹太朗           ｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ            小学（5）16 男子 自由形   50m 10才

小学（5）17 男子 自由形  100m 10才

南殿　康喜           ﾅﾝﾃﾞﾝ ｺｳｷ            小学（5）18 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）19 男子 背泳ぎ  100m 10才

伊藤　息吹           ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ             小学（4）20 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）21 男子 平泳ぎ   50m 10才

鳴瀬　　朗           ﾅﾙｾ ﾄｷ               小学（4）22 男子 自由形   50m 10才

小学（4）23 男子 背泳ぎ   50m 10才

松山　拓幹           ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ             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

馬場　ゆき           ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ              中学（3）26 女子 背泳ぎ  200m 14才

中学（3）27 女子 個人メドレー  200m 14才

梶田　紫夕           ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ             中学（2）28 女子 自由形   50m 13才

中学（2）29 女子 自由形  100m 13才

藤本　祥花           ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ            小学（6）30 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）31 女子 背泳ぎ  100m 12才

黒木　優愛           ｸﾛｷ ﾕｳｱ              小学（6）32 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）33 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）34 女子 自由形  100m 11才

小学（6）35 女子 自由形  200m 11才

斉藤　　舞           ｻｲﾄｳ ﾏｲ              小学（5）36 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）37 女子 平泳ぎ  100m 11才

鈴木　愛佳           ｽｽﾞｷ ｱｲｶ             小学（4）38 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）39 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

和田　珠希           ﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ              小学（3）40 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

石川　真子           ｲｼｶﾜ ﾏｺ              小学（3）41 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）42 女子 バタフライ   50m 9才以下
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28804
氏名: カナ: 学校:No.:

明石ＳＳ
性別: 申込種目:

藤田　凌輔           ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ           高校（2）1 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）2 男子 個人メドレー  400m 15･16才

立花　唯翔           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｲﾄ            高校（2）3 男子 個人メドレー  400m 15･16才

原田　鈴平           ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ           高校（2）4 男子 自由形   50m 15･16才

大森　葵琉           ｵｵﾓﾘ ｱｲﾙ             中学（3）5 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）6 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

須田　一帆           ｽﾀﾞ ｶｽﾞﾎ             中学（3）7 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）8 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

福岡　　翼           ﾌｸｵｶ ﾂﾊﾞｻ            中学（3）9 男子 自由形   50m 14才

立花　彩翔           ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔﾄ            中学（3）10 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）11 男子 個人メドレー  400m 14才

盛山　　遼           ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ             中学（3）12 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）13 男子 個人メドレー  200m 14才

古賀慎ノ介           ｺｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ            中学（3）14 男子 自由形  100m 14才

泉　　昂志           ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ             中学（1）15 男子 自由形   50m 13才

中学（1）16 男子 平泳ぎ   50m 13才

渡邊　洸輝           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ            中学（1）17 男子 自由形   50m 12才

中学（1）18 男子 自由形  100m 12才

金田　晃亮           ｷﾝﾀ ｺｳｽｹ             中学（1）19 男子 自由形   50m 12才

中学（1）20 男子 自由形  100m 12才

松岡　健太           ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ             小学（6）21 男子 自由形   50m 11才

小学（6）22 男子 自由形  100m 11才

惣輪　　温           ｿﾜ ｱﾂｷ               小学（5）23 男子 自由形   50m 10才

小学（5）24 男子 個人メドレー  200m 10才

山口　　匠           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ            小学（5）25 男子 自由形   50m 10才

松岡　颯人           ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ             小学（4）26 男子 自由形   50m 10才

小学（4）27 男子 平泳ぎ   50m 10才

藤田　美優           ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ              小学（6）28 女子 自由形   50m 11才

小学（6）29 女子 背泳ぎ   50m 11才

渡邊　莉咲           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻｷ            小学（5）30 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）31 女子 個人メドレー  200m 11才

早川　果南           ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾅ             小学（5）32 女子 自由形  100m 10才

小学（5）33 女子 個人メドレー  200m 10才

早川　柚葉           ﾊﾔｶﾜ ﾕｽﾞﾊ            小学（4）34 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:

豊山　敦星           ﾄﾖﾔﾏ ﾀｲｾｲ            中学（3）1 男子 自由形   50m 14才

松本　　陸           ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ              中学（3）2 男子 自由形  400m 14才

八木　大輝           ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ             中学（3）3 男子 平泳ぎ  100m 14才

川越　悠河           ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ           中学（2）4 男子 自由形  100m 14才

鳴尾　夢月           ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ              中学（2）5 男子 自由形  100m 13才

中学（2）6 男子 自由形  200m 13才

吉田　光佑           ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ            中学（2）7 男子 自由形  100m 13才

中学（2）8 男子 自由形  200m 13才

柴田　剛志           ｼﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ             中学（1）9 男子 自由形   50m 12才

中学（1）10 男子 自由形  100m 12才

小川　大貴           ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ             中学（1）11 男子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）12 男子 平泳ぎ  100m 12才

吉田　貴範           ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ            小学（6）13 男子 自由形  100m 12才

小学（6）14 男子 個人メドレー  200m 12才

玉村颯一朗           ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ          小学（6）15 男子 自由形   50m 12才

小学（6）16 男子 自由形  100m 12才

今井　奏良           ｲﾏｲ ｿﾗ               小学（6）17 男子 自由形   50m 12才

小学（6）18 男子 背泳ぎ   50m 12才

大槻　駿斗           ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ             小学（5）19 男子 個人メドレー  200m 11才

大宮　詩央           ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ             小学（5）20 男子 バタフライ   50m 11才

登　　飛瑛           ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ             小学（5）21 男子 自由形   50m 11才

小学（5）22 男子 自由形  100m 11才

松永　寛汰           ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ            小学（5）23 男子 自由形   50m 10才

小学（5）24 男子 バタフライ   50m 10才

今井　詠奏           ｲﾏｲ ｳﾀ               小学（4）25 男子 自由形   50m 10才

小学（4）26 男子 バタフライ   50m 10才

遠藤　　侑           ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｽｸ            小学（4）27 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）28 男子 背泳ぎ  100m 10才

杉本　和真           ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ           小学（4）29 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）30 男子 バタフライ   50m 9才以下

大崎　一輝           ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ            小学（3）31 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）32 男子 バタフライ   50m 9才以下

西村　　零           ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ              小学（3）33 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）34 男子 個人メドレー  200m 9才以下

永本　空澄           ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ            小学（3）35 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）36 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小宮　紅葉           ｺﾐﾔ ｱｷ               大学（1）37 女子 背泳ぎ  100m 一般

大学（1）38 女子 背泳ぎ  200m 一般

北山ひより           ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ             中学（3）39 女子 自由形   50m 14才

足立　理音           ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ              中学（3）40 女子 自由形   50m 14才

中学（3）41 女子 自由形  100m 14才

小川　桃香           ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ             中学（3）42 女子 自由形  200m 14才

西本　　怜           ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ              中学（3）43 女子 自由形  400m 14才

内原　心海           ｳﾁﾊﾗ ｺｺﾐ             中学（2）44 女子 自由形   50m 13才

中学（2）45 女子 自由形  100m 13才

山本　英穂           ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ             中学（2）46 女子 自由形  200m 13才

中学（2）47 女子 自由形  400m 13才

岡部　仁胡           ｵｶﾍﾞ ﾆｺ              中学（1）48 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）49 女子 バタフライ  200m 13才
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東　　綾音           ｱｽﾞﾏ ｱﾔﾈ             中学（1）50 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）51 女子 背泳ぎ  100m 12才

石橋　由徠           ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ             小学（6）52 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）53 女子 バタフライ  100m 12才

長﨑　　葵           ﾅｶﾞｻｷ ｱｵｲ            小学（6）54 女子 自由形  100m 12才

小学（6）55 女子 背泳ぎ  100m 12才

小坂田　愛           ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ             小学（6）56 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）57 女子 平泳ぎ  100m 12才

上田　華蓮           ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ             小学（6）58 女子 自由形  100m 11才

小学（6）59 女子 自由形  200m 11才

前田　夏風           ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ             小学（6）60 女子 自由形   50m 11才

小学（6）61 女子 自由形  100m 11才

中野　陽菜           ﾅｶﾉ ﾋﾅ               小学（6）62 女子 自由形   50m 11才

小学（6）63 女子 自由形  100m 11才

坂本　麻衣           ｻｶﾓﾄ ﾏｲ              小学（5）64 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）65 女子 平泳ぎ  100m 11才

河野　真奈           ｶﾜﾉ ﾏﾅ               小学（5）66 女子 自由形   50m 10才

小学（5）67 女子 バタフライ   50m 10才

石橋　未望           ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾉ             小学（5）68 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）69 女子 個人メドレー  200m 10才

斉藤くろは           ｻｲﾄｳ ｸﾛﾊ             小学（4）70 女子 自由形  100m 10才

皐月　　静           ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ             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

坂本　紗依           ｻｶﾓﾄ ｻｴ              小学（3）73 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）74 女子 バタフライ   50m 9才以下
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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 バタフライ  100m 14才

中学（3）4 男子 バタフライ  200m 14才

山本　蒼太           ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ             中学（3）5 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）6 男子 バタフライ  200m 14才

高須　葉一           ﾀｶｽ ﾖｳｲﾁ             中学（2）7 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）8 男子 背泳ぎ  200m 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 自由形  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 自由形  100m 12才

森田　悠太           ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ              小学（5）13 男子 自由形  100m 10才

小学（5）14 男子 個人メドレー  200m 10才

斉藤　　慶           ｻｲﾄｳ ｹｲ              小学（5）15 男子 自由形   50m 10才

小学（5）16 男子 自由形  100m 10才

熊澤　　珀           ｸﾏｻﾞﾜ ﾊｸ             小学（5）17 男子 自由形   50m 10才

小学（5）18 男子 自由形  100m 10才

山本　美輝           ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ              高校（2）19 女子 自由形  200m 15･16才

高校（2）20 女子 自由形  400m 15･16才

小田垣諒香           ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾘｮｳｶ          中学（3）21 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）22 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

松田　夢歩           ﾏﾂﾀﾞ ﾑｳｱ             中学（3）23 女子 自由形  200m 14才

中学（3）24 女子 自由形  400m 14才

平良　明彩           ﾀｲﾗ ｱｻ               中学（1）25 女子 自由形   50m 12才

中学（1）26 女子 自由形  100m 12才

山本　莉子           ﾔﾏﾓﾄ ﾘｺ              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

陸野　　結           ﾘｸﾉ ﾕｲ               小学（5）29 女子 自由形   50m 10才

小学（5）30 女子 自由形  100m 10才
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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（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

今田　翔唯           ｲﾏﾀﾞ ｶｲ              中学（2）3 男子 自由形  100m 14才

中学（2）4 男子 自由形  200m 14才

近藤　巧斗           ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ            中学（2）5 男子 自由形  200m 13才

中学（2）6 男子 自由形  400m 13才

小寺　海輝           ｺﾃﾗ ｶｲｷ              中学（1）7 男子 自由形   50m 13才

中学（1）8 男子 自由形  100m 13才

高島　　慧           ﾀｶｼﾏ ｹｲ              小学（6）9 男子 自由形  100m 12才

小学（6）10 男子 自由形  200m 12才

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

小学（6）12 男子 自由形  100m 11才

上村　聖奈           ｳｴﾑﾗ ｾﾅ              中学（2）13 女子 自由形  200m 13才

中学（2）14 女子 自由形  400m 13才

大井　瑚夏           ｵｵｲ ｺﾅﾂ              小学（5）15 女子 自由形   50m 11才

小学（5）16 女子 自由形  100m 11才

井上　　奏           ｲﾉｳｴ ｿｳ              小学（4）17 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）18 女子 個人メドレー  200m 10才

28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別: 申込種目:

岩月　優吾           ｲﾜﾂｷ ﾕｳｺﾞ            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

北　　遼音           ｷﾀ ﾊﾙﾄ               小学（4）3 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）4 男子 背泳ぎ  100m 10才

尾﨑　大翔           ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ             小学（3）5 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）6 男子 背泳ぎ  100m 9才以下

森田　美友           ﾓﾘﾀ ﾐﾕ               中学（1）7 女子 バタフライ   50m 12才

中澤　　葵           ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ            中学（1）8 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）9 女子 個人メドレー  200m 12才

上山　彩花           ｳｴﾔﾏ ｱﾔｶ             小学（6）10 女子 自由形  100m 12才

増田　珠悠           ﾏｽﾀﾞ ﾐﾕｳ             小学（4）11 女子 自由形   50m 10才

小学（4）12 女子 自由形  100m 10才

土井　千智           ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ              小学（4）13 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）14 女子 バタフライ  100m 10才

畑中　穂実           ﾊﾀﾅｶ ﾎﾉﾐ             小学（3）15 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）16 女子 自由形  100m 9才以下

魚井リナル           ｳｵｲ ﾘﾅﾙ              小学（3）17 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）18 女子 自由形  100m 9才以下

見浪　真美           ﾐﾅﾐ ﾏﾐ               小学（3）19 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）20 女子 背泳ぎ  100m 9才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ西紀
性別: 申込種目:

赤井　祐紀           ｱｶｲ ﾕｳｷ              高校（3）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

二軒谷　優           ﾆｹﾝﾀﾆ ﾋﾛ             高校（2）3 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

竹内　寛太           ﾀｹｳﾁ ｶﾝﾀ             高校（2）5 男子 自由形  100m 15･16才

高校（2）6 男子 個人メドレー  200m 15･16才

藤本　　空           ﾌｼﾞﾓﾄ ｿﾗ             高校（1）7 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）8 男子 バタフライ  200m 15･16才

松葉　優作           ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ            高校（1）9 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）10 男子 自由形  200m 15･16才

石橋　悠斗           ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ            中学（3）11 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）12 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

赤井　智紀           ｱｶｲ ﾄﾓｷ              中学（3）13 男子 自由形   50m 14才

中学（3）14 男子 自由形  100m 14才

婦木　拓実           ﾌｷ ﾀｸﾐ               中学（2）15 男子 自由形  200m 14才

中学（2）16 男子 個人メドレー  200m 14才

鈴木　優真           ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ             中学（1）17 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）18 男子 平泳ぎ  100m 13才

山下　翔太           ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ            中学（1）19 男子 自由形  100m 13才

中学（1）20 男子 個人メドレー  200m 13才

井貝　比翼           ｲｶｲ ﾂﾊﾞｻ             小学（6）21 男子 自由形   50m 11才

小学（6）22 男子 自由形  100m 11才
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氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西宮
性別: 申込種目:

棚村　匠瑛           ﾀﾅﾑﾗ ｼｮｳｴｲ           中学（3）1 男子 自由形  200m 15･16才

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 15･16才

井上　裕貴           ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ             中学（3）3 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）4 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

林　甲子郎           ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ            中学（3）5 男子 自由形  100m 14才

中学（3）6 男子 自由形  200m 14才

久保　賢悟           ｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ             中学（2）7 男子 自由形  200m 14才

中学（2）8 男子 自由形  400m 14才

平野　　佑           ﾋﾗﾉ ﾕｳ               中学（2）9 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）10 男子 平泳ぎ  200m 14才

八田　圭人           ﾊｯﾀ ｹｲﾄ              中学（2）11 男子 自由形   50m 13才

中学（2）12 男子 自由形  100m 13才

吉武勇太朗           ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ           中学（2）13 男子 自由形  200m 13才

中学（2）14 男子 自由形  400m 13才

水口　　唯           ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ            中学（2）15 男子 自由形  200m 13才

中学（2）16 男子 平泳ぎ  100m 13才

小島　翠斗           ｺｼﾞﾏ ｽｲﾄ             中学（1）17 男子 自由形  400m 13才

近藤　雄大           ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ          中学（1）18 男子 自由形   50m 13才

中学（1）19 男子 自由形  100m 13才

廣瀬　友海           ﾋﾛｾ ﾕｳ               中学（1）20 男子 自由形   50m 12才

中学（1）21 男子 自由形  100m 12才

大西　貫太           ｵｵﾆｼ ｶﾝﾀ             中学（1）22 男子 自由形   50m 12才

中学（1）23 男子 自由形  100m 12才

野村　光希           ﾉﾑﾗ ｺｳｷ              小学（6）24 男子 自由形   50m 12才

小学（6）25 男子 自由形  200m 12才

栗山　敦史           ｸﾘﾔﾏ ｱﾂｼ             小学（6）26 男子 自由形   50m 12才

小学（6）27 男子 自由形  100m 12才

有友　俊平           ｱﾘﾄﾓ ｼｭﾝﾍﾟｲ          小学（6）28 男子 自由形   50m 12才

小学（6）29 男子 バタフライ   50m 12才

岡崎　啓太           ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ            小学（6）30 男子 自由形   50m 12才

小学（6）31 男子 自由形  100m 12才

藤田　航輝           ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ             小学（6）32 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）33 男子 平泳ぎ  100m 12才

棚村　聖崇           ﾀﾅﾑﾗ ｾｲｼｭｳ           小学（6）34 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）35 男子 背泳ぎ  100m 12才

内本　　輝           ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ             小学（6）36 男子 自由形   50m 11才

小学（6）37 男子 自由形  100m 11才

林　直志郎           ﾊﾔｼ ﾅｵｼﾛｳ            小学（5）38 男子 自由形   50m 10才

小学（5）39 男子 自由形  100m 10才

吉武伸之助           ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ           小学（4）40 男子 自由形   50m 10才

小学（4）41 男子 背泳ぎ   50m 10才

前崎　優斗           ﾏｴｻｷ ﾕｳﾄ             小学（4）42 男子 自由形   50m 10才

小学（4）43 男子 背泳ぎ   50m 10才

プライス玲王         ﾌﾟﾗｲｽ ﾘｵ             小学（4）44 男子 自由形   50m 10才

小学（4）45 男子 背泳ぎ   50m 10才

原　　直樹           ﾊﾗ ﾅｵｷ               小学（4）46 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）47 男子 自由形  100m 9才以下

駒井　響季           ｺﾏｲ ﾋﾋﾞｷ             小学（3）48 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

遠藤　　優           ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ           小学（3）49 男子 自由形   50m 9才以下
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遠藤　　優           ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ           小学（3）50 男子 バタフライ   50m 9才以下

田中琥汰郎           ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ             小学（3）51 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）52 男子 バタフライ   50m 9才以下

藤田　悠輔           ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ            小学（3）53 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）54 男子 バタフライ   50m 9才以下

元由　海緒           ﾓﾄﾖｼ ﾐｵ              中学（3）55 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）56 女子 自由形  400m 15･16才

井上　真緒           ｲﾉｳｴ ﾏｵ              中学（2）57 女子 自由形   50m 14才

中学（2）58 女子 自由形  100m 14才

松田　舞美           ﾏﾂﾀﾞ ﾏｲﾐ             中学（2）59 女子 自由形  100m 13才

中学（2）60 女子 自由形  200m 13才

平田　　暖           ﾋﾗﾀ ﾉﾝ               中学（1）61 女子 背泳ぎ  100m 12才

中学（1）62 女子 背泳ぎ  200m 12才

原　　優季           ﾊﾗ ﾕｳｷ               中学（1）63 女子 自由形   50m 12才

中学（1）64 女子 自由形  100m 12才

五十嵐京子           ｲｶﾞﾗｼ ｷｮｳｺ           小学（6）65 女子 自由形   50m 12才

小学（6）66 女子 背泳ぎ   50m 12才

冨田　帆夏           ﾄﾐﾀ ﾎﾅﾂ              小学（6）67 女子 自由形   50m 12才

小学（6）68 女子 バタフライ   50m 12才

野村みなみ           ﾉﾑﾗ ﾐﾅﾐ              小学（6）69 女子 自由形   50m 12才

小学（6）70 女子 自由形  100m 12才

奥野なつめ           ｵｸﾉ ﾅﾂﾒ              小学（6）71 女子 自由形  100m 11才

小学（6）72 女子 背泳ぎ  100m 11才

久保　優里           ｸﾎﾞ ﾕｳﾘ              小学（6）73 女子 自由形   50m 11才

小学（6）74 女子 自由形  100m 11才

衛門　果穂           ｴﾓﾝ ｶﾎ               小学（6）75 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）76 女子 個人メドレー  200m 11才

平岡　由莉           ﾋﾗｵｶ ﾕﾘ              小学（6）77 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）78 女子 個人メドレー  200m 11才

堀上　彩良           ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ              小学（6）79 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）80 女子 背泳ぎ  100m 11才

森田　珠央           ﾓﾘﾀ ﾐｵ               小学（6）81 女子 平泳ぎ   50m 11才

前田　彩乃           ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾉ             小学（5）82 女子 自由形   50m 11才

小学（5）83 女子 背泳ぎ   50m 11才

安元　彩雪           ﾔｽﾓﾄ ｻﾕｷ             小学（5）84 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）85 女子 平泳ぎ  100m 10才

赤坂　夢来           ｱｶｻｶ ﾕﾅ              小学（4）86 女子 自由形   50m 10才

小学（4）87 女子 平泳ぎ   50m 10才

野村くるみ           ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ              小学（4）88 女子 自由形   50m 10才

小学（4）89 女子 背泳ぎ   50m 10才

片岡　ゆう           ｶﾀｵｶ ﾕｳ              小学（4）90 女子 自由形   50m 10才

小学（4）91 女子 バタフライ   50m 10才

日下　結奈           ｸｻｶ ﾕｲﾅ              小学（4）92 女子 自由形   50m 10才

小学（4）93 女子 バタフライ   50m 10才

田村　柚穂           ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ             小学（3）94 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）95 女子 バタフライ   50m 9才以下

長尾　美咲           ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ             小学（3）96 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）97 女子 背泳ぎ   50m 9才以下
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28821
氏名: カナ: 学校:No.:

BIG-S姫路
性別: 申込種目:

縄田　大翔           ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ              中学（3）1 男子 自由形  100m 14才

中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 14才

三田　拓海           ｻﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ             中学（1）3 男子 自由形   50m 13才

稗田　凌吾           ﾋｴﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ           中学（1）4 男子 自由形  100m 12才

中学（1）5 男子 個人メドレー  200m 12才

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

小学（6）7 男子 背泳ぎ  100m 12才

小川　大和           ｵｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ             小学（6）8 男子 自由形  100m 11才

小学（6）9 男子 個人メドレー  200m 11才

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

梅本　乙樹           ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ             小学（4）11 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）12 男子 背泳ぎ  100m 10才

吉浦　立稀           ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ             小学（4）13 男子 自由形  100m 9才以下

小学（4）14 男子 個人メドレー  200m 9才以下

縄田　航希           ﾅﾜﾀ ｺｳｷ              小学（3）15 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）16 男子 自由形  100m 9才以下

清水　楓日           ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ             中学（3）17 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）18 女子 個人メドレー  400m 14才

石川　茶美           ｲｼｶﾜ ﾁｬﾐ             中学（2）19 女子 自由形  200m 13才

中学（2）20 女子 自由形  400m 13才

安森　　葵           ﾔｽﾓﾘ ｱｵｲ             中学（2）21 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）22 女子 平泳ぎ  200m 13才

中安　杏結           ﾅｶﾔｽ ｱﾕ              小学（6）23 女子 自由形  100m 12才

小学（6）24 女子 個人メドレー  200m 12才

加賀瀬百夏           ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ             小学（4）25 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）26 女子 バタフライ   50m 10才

清水　菜緒           ｼﾐｽﾞ ﾅｵ              小学（4）27 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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28824
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮
性別: 申込種目:

上田遼太郎           ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ          中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16才

高橋　祐貴           ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ             中学（2）3 男子 自由形   50m 14才

重塚　　笙           ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ            中学（2）4 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）5 男子 平泳ぎ  200m 14才

河口　和樹           ｺｳｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ           中学（2）6 男子 自由形   50m 13才

中学（2）7 男子 自由形  100m 13才

竹林　太一           ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ           中学（2）8 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）9 男子 背泳ぎ  200m 13才

山下　諒馬           ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾏ            中学（1）10 男子 自由形  100m 12才

中学（1）11 男子 自由形  200m 12才

古田　　結           ﾌﾙﾀ ﾕｲ               中学（1）12 男子 自由形  100m 12才

中学（1）13 男子 自由形  200m 12才

勝部　太陽           ｶﾂﾍﾞ ﾀｲﾖｳ            小学（6）14 男子 自由形  100m 12才

小学（6）15 男子 自由形  200m 12才

山岡　大晟           ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ            小学（6）16 男子 自由形   50m 11才

小学（6）17 男子 自由形  100m 11才

大石　　快           ｵｵｲｼ ｶｲ              小学（6）18 男子 平泳ぎ  100m 11才

小学（6）19 男子 個人メドレー  200m 11才

前川　大和           ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ             小学（4）20 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）21 男子 個人メドレー  200m 10才

上田禮次郎           ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ          小学（3）22 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）23 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

中筋　梨緒           ﾅｶｽｼﾞ ﾘｵ             中学（3）24 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）25 女子 バタフライ  200m 15･16才

豊山　杏美           ﾄﾖﾔﾏ ｱﾐ              中学（3）26 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）27 女子 自由形  400m 15･16才

入江　綾音           ｲﾘｴ ｱﾔﾈ              中学（2）28 女子 自由形  200m 13才

中学（2）29 女子 自由形  400m 13才

井ノ上菜々華         ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ             中学（2）30 女子 自由形  200m 13才

中学（2）31 女子 自由形  400m 13才

下村　真彩           ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ             中学（1）32 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）33 女子 バタフライ  100m 13才

武内みなみ           ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ             中学（1）34 女子 自由形   50m 13才

中学（1）35 女子 自由形  100m 13才

西河　輝峰           ﾆｼｶﾜ ｷﾎ              中学（1）36 女子 背泳ぎ  100m 12才

中学（1）37 女子 バタフライ  100m 12才

松本　悠里           ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ              小学（6）38 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）39 女子 平泳ぎ  100m 12才

桑山　木実           ｸﾜﾔﾏ ｺﾉﾐ             小学（6）40 女子 自由形   50m 12才

小学（6）41 女子 自由形  100m 12才

浅尾萌々香           ｱｻｵ ﾓﾓｶ              小学（6）42 女子 自由形   50m 11才

小学（6）43 女子 個人メドレー  200m 11才

小林　優希           ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ             小学（5）44 女子 自由形   50m 11才

小学（5）45 女子 平泳ぎ   50m 11才

森脇　素羽           ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ              小学（5）46 女子 自由形   50m 10才

小学（5）47 女子 バタフライ   50m 10才

今井　陽花           ｲﾏｲ ﾊﾙｶ              小学（5）48 女子 自由形   50m 10才

小学（5）49 女子 平泳ぎ   50m 10才
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井ノ上萌々華         ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ             小学（5）50 女子 自由形   50m 10才

小学（5）51 女子 バタフライ   50m 10才

中路　歩莉           ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ             小学（4）52 女子 自由形   50m 10才

小学（4）53 女子 背泳ぎ   50m 10才

澤地　　玲           ｻﾜｼﾞ ﾚｲ              小学（4）54 女子 自由形   50m 10才

小学（4）55 女子 平泳ぎ   50m 10才

川崎　なな           ｶﾜｻｷ ﾅﾅ              小学（4）56 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）57 女子 個人メドレー  200m 10才

西野帆乃花           ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ              小学（4）58 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）59 女子 個人メドレー  200m 9才以下

尾﨑　江子           ｵｻｷ ｴｺ               小学（4）60 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）61 女子 背泳ぎ   50m 9才以下
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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（2）1 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上田　大介           ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ           高校（2）3 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）4 男子 自由形  400m 15･16才

藤原　大彰           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ           高校（1）5 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）6 男子 バタフライ  100m 15･16才

樽屋　賢汰           ﾀﾙﾔ ｹﾝﾀ              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

廣澤　虎汰           ﾋﾛｻﾜ ｺｳﾀ             中学（3）9 男子 自由形  200m 14才

中学（3）10 男子 自由形  400m 14才

末光　勇翔           ｽｴﾐﾂ ﾕｳﾄ             中学（3）11 男子 自由形   50m 14才

中学（3）12 男子 個人メドレー  200m 14才

村上　柚希           ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ            中学（1）13 男子 自由形   50m 12才

中学（1）14 男子 バタフライ  100m 12才

末光　唯楓           ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ            中学（1）15 男子 自由形  100m 12才

中学（1）16 男子 自由形  200m 12才

原田　壮大           ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ             小学（6）17 男子 自由形   50m 12才

小学（6）18 男子 自由形  100m 12才

塩谷　　陽           ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ              小学（6）19 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）20 男子 背泳ぎ  100m 12才

廣澤　将真           ﾋﾛｻﾜ ｼｮｳﾏ            小学（6）21 男子 自由形   50m 11才

小学（6）22 男子 自由形  100m 11才

大岡　悠真           ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ             小学（5）23 男子 平泳ぎ   50m 11才

土田　卓実           ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ             小学（5）24 男子 個人メドレー  200m 11才

花澤　柊太           ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ           小学（5）25 男子 自由形   50m 10才

小学（5）26 男子 背泳ぎ   50m 10才

藤原　佳己           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ            小学（5）27 男子 バタフライ   50m 10才

小学（5）28 男子 個人メドレー  200m 10才

藤原　直己           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ            小学（5）29 男子 自由形   50m 10才

小学（5）30 男子 バタフライ   50m 10才

藤井　亮多           ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ            小学（4）31 男子 自由形   50m 10才

加門　脩平           ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ            小学（4）32 男子 背泳ぎ   50m 10才

福田　將真           ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ            小学（4）33 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）34 男子 バタフライ   50m 10才

藤原　優希           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ            中学（3）35 女子 自由形  100m 14才

中学（3）36 女子 個人メドレー  200m 14才

田中　　陽           ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ              中学（1）37 女子 自由形  100m 12才

中学（1）38 女子 自由形  200m 12才

岡田　璃子           ｵｶﾀﾞ ﾘｺ              小学（6）39 女子 自由形   50m 11才

藤井　日菜           ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ              小学（6）40 女子 自由形   50m 11才

小学（6）41 女子 自由形  100m 11才

勝部ちなり           ｶﾂﾍﾞ ﾁﾅﾘ             小学（5）42 女子 自由形   50m 10才

小学（5）43 女子 背泳ぎ   50m 10才

武市　和夏           ﾀｹﾁ ﾅﾂ               小学（4）44 女子 自由形   50m 10才
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28828
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ本山
性別: 申込種目:

長谷部　奏           ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾀ             大学（2）1 男子 自由形   50m 一般

大学（2）2 男子 背泳ぎ   50m 一般

エアーベンジメン     ｴｱｰ ﾍﾞﾝｼﾞﾒﾝ          高校（2）3 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

田附遼太郎           ﾀﾂﾞｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ          高校（1）5 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）6 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

濱口　怜央           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｵ             高校（1）7 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）8 男子 自由形  100m 15･16才

西野　来春           ﾆｼﾉ ｺﾊﾙ              高校（2）9 女子 自由形   50m 15･16才

高校（2）10 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

冨部　七菜           ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ              高校（1）11 女子 自由形   50m 15･16才

岩木　朱乃           ｲﾜｷ ｱｹﾉ              中学（3）12 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

小阪　愛音           ｺｻｶ ｱﾏﾈ              中学（2）13 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）14 女子 平泳ぎ  200m 14才

卜部　里花           ｳﾗﾍﾞ ﾘｶ              中学（2）15 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）16 女子 平泳ぎ  100m 14才

山元　悠郁           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ             小学（6）17 女子 自由形   50m 12才

小学（6）18 女子 自由形  100m 12才

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（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

下濱　　快           ｼﾓﾊﾏ ｶｲ              中学（2）3 男子 自由形  100m 14才

中学（2）4 男子 自由形  200m 14才

内海　秀翔           ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ            小学（6）5 男子 自由形  100m 12才

小学（6）6 男子 背泳ぎ  100m 12才

中島　光生           ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｾｲ           小学（6）7 男子 背泳ぎ   50m 12才

梅﨑　大樹           ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ            小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）9 男子 平泳ぎ  100m 12才

松谷　一翔           ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ             小学（4）10 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）11 男子 個人メドレー  200m 9才以下

向井　日菜           ﾑｶｲ ﾋﾅ               高校（2）12 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）13 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

中ノ瀨結菜           ﾅｶﾉｾ ﾕﾅ              小学（5）14 女子 自由形   50m 10才

小学（5）15 女子 自由形  100m 10才
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28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別: 申込種目:

山﨑　海璃           ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ            小学（5）1 男子 自由形  100m 11才

小学（5）2 男子 自由形  200m 11才

馬屋原草太           ﾏﾔﾊﾗ ｿｳﾀ             小学（5）3 男子 自由形   50m 11才

小学（5）4 男子 自由形  100m 11才

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

小学（5）6 男子 背泳ぎ   50m 10才

水谷　修大           ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ           小学（4）7 男子 自由形   50m 10才

小学（4）8 男子 背泳ぎ   50m 10才

野中　康貴           ﾉﾅｶ ｺｳｷ              小学（4）9 男子 自由形   50m 10才

小学（4）10 男子 平泳ぎ   50m 10才

森田　安純           ﾓﾘﾀ ｱｽﾞﾐ             小学（6）11 女子 自由形  100m 12才

小学（6）12 女子 背泳ぎ  100m 12才

庄司　彩花           ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ            小学（6）13 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）14 女子 バタフライ  100m 11才

中前　　稔           ﾅｶﾏｴ ﾐﾉﾘ             小学（6）15 女子 自由形  200m 11才

小学（6）16 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）17 女子 自由形  100m 11才

小学（6）18 女子 自由形  200m 11才

秋岡　美音           ｱｷｵｶ ﾐｵ              小学（4）19 女子 自由形   50m 10才

小学（4）20 女子 背泳ぎ   50m 10才

木村　栞夏           ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ              小学（4）21 女子 自由形   50m 10才

小学（4）22 女子 平泳ぎ   50m 10才

花岡　菜海           ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ             小学（4）23 女子 自由形   50m 10才

小学（4）24 女子 バタフライ   50m 10才

長谷川和奏           ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ            小学（3）25 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）26 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

山口　華凜           ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ            小学（3）27 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）28 女子 個人メドレー  200m 9才以下

吉田　陽奈           ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ              小学（3）29 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）30 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

28862
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ太子
性別: 申込種目:

森澤　莉奈           ﾓﾘｻﾜ ﾘﾅ              高校（2）1 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 女子 個人メドレー  200m 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（3）3 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）4 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

内海玲央奈           ｳﾂﾐ ﾚｵﾅ              中学（2）5 女子 自由形   50m 13才

中学（2）6 女子 自由形  200m 13才

佐々木ひより         ｻｻｷ ﾋﾖﾘ              中学（1）7 女子 自由形   50m 12才

中学（1）8 女子 自由形  100m 12才

森澤　菜央           ﾓﾘｻﾜ ﾅｵ              中学（1）9 女子 自由形   50m 12才

中学（1）10 女子 自由形  100m 12才
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28865
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎市スポ振
性別: 申込種目:

五十嵐　亨           ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵ             大学（2）1 男子 自由形   50m 一般

阿部　真翼           ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ              中学（3）2 男子 自由形  200m 14才

中学（3）3 男子 個人メドレー  200m 14才

中村　瑠佳           ﾅｶﾑﾗ ﾙｶ              中学（3）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  100m 14才

中学（2）6 男子 平泳ぎ  200m 14才

山口　悠也           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ            中学（1）7 男子 平泳ぎ  100m 12才

中学（1）8 男子 個人メドレー  200m 12才

世継万里沙           ﾖﾂｷﾞ ﾏﾘｻ             中学（3）9 女子 バタフライ  100m 14才

小縣　愛華           ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ             中学（2）10 女子 背泳ぎ   50m 13才

西畑　秋甫           ﾆｼﾊﾀ ｱｷﾎ             中学（1）11 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）12 女子 平泳ぎ  100m 12才

岡山　彩乃           ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ             小学（6）13 女子 自由形  100m 11才

小学（6）14 女子 自由形  200m 11才

深澤　寿心           ﾌｶｻﾞﾜ ｺｺﾛ            小学（6）15 女子 自由形  100m 11才

小学（6）16 女子 自由形  200m 11才

大室　澄玲           ｵｵﾑﾛ ｽﾐﾚ             小学（5）17 女子 自由形   50m 10才

小学（5）18 女子 バタフライ   50m 10才

28870
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫之荘ＳＳ
性別: 申込種目:

山田　海斗           ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ             中学（2）1 男子 バタフライ   50m 13才

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 13才

中田　侑李           ﾅｶﾀ ﾕｳﾘ              中学（1）3 男子 自由形   50m 12才

中学（1）4 男子 自由形  100m 12才

竹内　慶悟           ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ            小学（6）5 男子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）6 男子 個人メドレー  200m 12才

三角　哲生           ﾐｽﾐ ﾃﾂｵ              小学（6）7 男子 自由形   50m 12才

小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 12才

三浦　涼誠           ﾐｳﾗ ﾘｮｳｾｲ            小学（5）9 男子 自由形   50m 10才

小学（5）10 男子 背泳ぎ   50m 10才

平井　優大           ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ            小学（3）11 男子 自由形   50m 9才以下

三角　桃子           ﾐｽﾐ ﾓﾓｺ              中学（3）12 女子 自由形  200m 14才

中学（3）13 女子 個人メドレー  200m 14才

石田結衣佳           ｲｼﾀﾞ ﾕｲｶ             中学（3）14 女子 自由形   50m 14才

中学（3）15 女子 自由形  100m 14才

佐原　友恵           ｻﾊﾗ ﾄﾓｴ              中学（3）16 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（3）17 女子 背泳ぎ  200m 14才

木村　千倖           ｷﾑﾗ ﾁﾕｷ              中学（2）18 女子 自由形   50m 14才

中学（2）19 女子 背泳ぎ  100m 14才

若松あさひ           ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ             中学（2）20 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（2）21 女子 平泳ぎ  100m 13才

山下　華凜           ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ             中学（1）22 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）23 女子 バタフライ   50m 12才
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28872
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別: 申込種目:

三木　飛翔           ﾐｷ ﾂﾊﾞｻ              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

上田隆ノ介           ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ          高校（2）3 男子 自由形  400m 15･16才

高校（2）4 男子 個人メドレー  400m 15･16才

吉野　裕貴           ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ              高校（1）5 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）6 男子 個人メドレー  200m 15･16才

小峯　輝羅           ｺﾐﾈ ｷﾗ               中学（1）7 男子 自由形  100m 12才

中学（1）8 男子 背泳ぎ  100m 12才

八十　　碧           ﾔｿ ｱｵｲ               中学（1）9 男子 自由形  200m 12才

中学（1）10 男子 バタフライ  100m 12才

廣瀬　大誠           ﾋﾛｾ ﾀｲｾｲ             小学（6）11 男子 自由形   50m 12才

小学（6）12 男子 自由形  100m 12才

三木　颯翔           ﾐｷ ﾊﾔﾄ               小学（6）13 男子 自由形   50m 12才

小学（6）14 男子 背泳ぎ   50m 12才

児島　優叶           ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ             小学（6）15 男子 自由形  100m 12才

小学（6）16 男子 個人メドレー  200m 12才

角倉　亘紀           ｶﾄﾞｸﾗ ｺｳｷ            小学（6）17 男子 自由形   50m 11才

小学（6）18 男子 バタフライ   50m 11才

吉野　隼矢           ﾖｼﾉ ｼﾞｭﾝﾔ            小学（6）19 男子 自由形  100m 11才

小学（6）20 男子 バタフライ   50m 11才

三井　悠暉           ﾐﾂｲ ﾕｳｷ              小学（5）21 男子 自由形   50m 11才

小学（5）22 男子 背泳ぎ  100m 11才

内海　陽生           ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ              小学（4）23 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）24 男子 個人メドレー  200m 10才

児島　弥優           ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ              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

福井　晴菜           ﾌｸｲ ﾊﾙﾅ              中学（1）27 女子 自由形  100m 12才

中学（1）28 女子 背泳ぎ  100m 12才

西雄　愛莉           ﾆｼｵ ｱｲﾘ              小学（6）29 女子 自由形   50m 11才

小学（6）30 女子 バタフライ   50m 11才

釣田　妃那           ﾂﾘﾀ ﾋﾅ               小学（6）31 女子 自由形   50m 11才

小学（6）32 女子 背泳ぎ   50m 11才

溝端　友美           ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ           小学（5）33 女子 バタフライ   50m 11才
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28874
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン三田
性別: 申込種目:

前田　悠希           ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ             高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

今北　尚杜           ｲﾏｷﾀ ﾅｵﾄ             高校（2）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山岸　孝輔           ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｶｽｹ           高校（1）4 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）5 男子 自由形  100m 15･16才

足立　仁翔           ｱﾀﾞﾁ ｼﾞﾝﾄ            高校（1）6 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）7 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

田村　治大           ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ              中学（3）8 男子 自由形  100m 14才

中学（3）9 男子 背泳ぎ  100m 14才

小川　雄大           ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾋ             中学（2）10 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）11 男子 平泳ぎ  200m 14才

森田　泰斗           ﾓﾘﾀ ﾀｲﾄ              中学（1）12 男子 自由形  100m 13才

中学（1）13 男子 自由形  200m 13才

志築　良宇           ｼｽﾞｷ ﾗｳ              小学（6）14 男子 自由形   50m 11才

志築　侶衣           ｼｽﾞｷ ﾛｲ              小学（4）15 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

玉利　大貴           ﾀﾏﾘ ﾀﾞｲｷ             小学（3）16 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）17 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

佐々木香暖           ｻｻｷ ｶﾉﾝ              高校（3）18 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）19 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高石友梨香           ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ             中学（1）20 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）21 女子 平泳ぎ  100m 12才

伊藤あや乃           ｲﾄｳ ｱﾔﾉ              小学（6）22 女子 自由形   50m 12才

小学（6）23 女子 平泳ぎ   50m 12才

水野　果穂           ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ              小学（6）24 女子 自由形  100m 11才

小学（6）25 女子 バタフライ   50m 11才

清水あいり           ｼﾐｽﾞ ｱｲﾘ             小学（6）26 女子 自由形   50m 11才

小学（6）27 女子 バタフライ   50m 11才

28876
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ豊岡
性別: 申込種目:

安田　夏唯           ﾔｽﾀﾞ ｶｲ              中学（3）1 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）2 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

小西　翔太           ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ             中学（2）3 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）4 男子 平泳ぎ  200m 14才

関　　弘翔           ｾｷ ﾋﾛﾄ               中学（1）5 男子 自由形  200m 12才

中学（1）6 男子 バタフライ   50m 12才

濱本　晃綺           ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｷ             中学（1）7 男子 自由形   50m 12才

中学（1）8 男子 自由形  100m 12才

浅貝　宇汰           ｱｻｶｲ ｳﾀ              小学（6）9 男子 自由形   50m 12才

小学（6）10 男子 平泳ぎ  100m 12才

石田　拓也           ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ             小学（6）11 男子 自由形  200m 12才

小学（6）12 男子 個人メドレー  200m 12才

水田　実伶           ﾐｽﾞﾀ ﾐﾚｲ             中学（3）13 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）14 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

金納　恋海           ｶﾉｳ ｺｳﾐ              中学（3）15 女子 自由形   50m 14才

中学（3）16 女子 自由形  100m 14才

安田　留菜           ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ              小学（6）17 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）18 女子 平泳ぎ  100m 12才
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28880
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西神
性別: 申込種目:

吉田　歩夢           ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ             高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）2 男子 自由形  100m 15･16才

木村　雄哉           ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ              高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16才

児玉　俊二           ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ           中学（3）5 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）6 男子 個人メドレー  400m 14才

森下　　駿           ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝ             中学（2）7 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）8 男子 平泳ぎ  200m 14才

神尾　拓斗           ｶﾐｵ ﾀｸﾄ              中学（2）9 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）10 男子 個人メドレー  400m 14才

赤坂　太成           ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ            中学（2）11 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（2）12 男子 背泳ぎ  200m 13才

小南　洸稀           ｺﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ             中学（2）13 男子 自由形   50m 13才

中学（2）14 男子 自由形  100m 13才

松尾　祐紀           ﾏﾂｵ ﾕｳｷ              中学（1）15 男子 バタフライ   50m 13才

中学（1）16 男子 バタフライ  100m 13才

林　優一郎           ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ           小学（6）17 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）18 男子 平泳ぎ  100m 12才

松尾幸汰郎           ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾛｳ            小学（5）19 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）20 男子 平泳ぎ  100m 10才

德網　大星           ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ            小学（4）21 男子 自由形   50m 10才

小学（4）22 男子 バタフライ   50m 10才

小野　佑太           ｵﾉ ﾕｳﾀ               小学（4）23 男子 自由形   50m 10才

小学（4）24 男子 個人メドレー  200m 10才

津田　瑛太           ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ              小学（3）25 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）26 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

有馬　万葉           ｱﾘﾏ ｶｽﾞﾊ             小学（2）27 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

山中のどか           ﾔﾏﾅｶ ﾉﾄﾞｶ            中学（1）28 女子 自由形   50m 13才

中学（1）29 女子 自由形  100m 13才

吉田　芽生           ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ              中学（1）30 女子 自由形   50m 13才

中学（1）31 女子 バタフライ  100m 13才

木村　真菜           ｷﾑﾗ ﾏﾅ               中学（1）32 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）33 女子 背泳ぎ  200m 13才

前橋　　空           ﾏｴﾊｼ ｿﾗ              中学（1）34 女子 自由形  100m 12才

中学（1）35 女子 自由形  200m 12才

宮崎　渚沙           ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ           小学（6）36 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）37 女子 個人メドレー  200m 12才

二宮　陽凪           ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ              小学（6）38 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）39 女子 平泳ぎ  100m 12才

田中　萌生           ﾀﾅｶ ﾒｲ               小学（6）40 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）41 女子 背泳ぎ  100m 11才

前橋　優衣           ﾏｴﾊｼ ﾕｲ              小学（6）42 女子 自由形   50m 11才

小学（6）43 女子 バタフライ   50m 11才

萩尾　柚衣           ﾊｷﾞｵ ﾕｲ              小学（6）44 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）45 女子 平泳ぎ  100m 11才

松崎　　愛           ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ             小学（6）46 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）47 女子 背泳ぎ  100m 11才

廣岡　　怜           ﾋﾛｵｶ ﾚｲ              小学（5）48 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）49 女子 背泳ぎ  100m 11才
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藤川ひまり           ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ            小学（5）50 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）51 女子 個人メドレー  200m 10才

津田　もも           ﾂﾀﾞ ﾓﾓ               小学（5）52 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）53 女子 平泳ぎ  100m 10才

佐藤　由衣           ｻﾄｳ ﾕｲ               小学（5）54 女子 自由形   50m 10才

小学（5）55 女子 バタフライ   50m 10才

宮崎　若葉           ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ           小学（4）56 女子 自由形   50m 10才

小学（4）57 女子 バタフライ   50m 10才

宮崎　青葉           ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ           小学（4）58 女子 自由形   50m 10才

小学（4）59 女子 背泳ぎ   50m 10才

伊藤　玲奈           ｲﾄｳ ﾚﾅ               小学（4）60 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）61 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

28881
氏名: カナ: 学校:No.:

MacS武庫川
性別: 申込種目:

松居　　駿           ﾏﾂｲ ｼｭﾝ              高校（1）1 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）2 男子 個人メドレー  400m 15･16才

米田　虎優           ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ            中学（3）3 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）4 男子 個人メドレー  200m 15･16才

出本　陽巳           ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ             中学（3）5 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）6 男子 個人メドレー  400m 14才

岡本　稜久           ｵｶﾓﾄ ﾘｸ              中学（2）7 男子 自由形   50m 14才

中学（2）8 男子 背泳ぎ  100m 14才

瀧野　　真           ﾀｷﾉ ﾏｺﾄ              中学（2）9 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）10 男子 バタフライ  200m 14才

宇野　　陸           ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ              中学（2）11 男子 自由形   50m 13才

中学（2）12 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）13 男子 自由形   50m 12才

中学（1）14 男子 バタフライ   50m 12才

松岡　颯汰           ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ             中学（1）15 男子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）16 男子 平泳ぎ  100m 12才

佐野　佳輝           ｻﾉ ﾖｼｷ               中学（1）17 男子 自由形  100m 12才

中学（1）18 男子 自由形  200m 12才

葛井あすか           ｶﾂｲ ｱｽｶ              高校（1）19 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）20 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

中嶋望々花           ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ            中学（3）21 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）22 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

田中　恵梨           ﾀﾅｶ ｴﾘ               中学（1）23 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）24 女子 平泳ぎ  100m 12才

大賀　　葵           ｵｵｶﾞ ｱｵｲ             中学（1）25 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）26 女子 個人メドレー  200m 12才

米田　　華           ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ              小学（6）27 女子 バタフライ  100m 12才

小学（6）28 女子 個人メドレー  200m 12才

大野　麗奈           ｵｵﾉ ﾚﾅ               小学（5）29 女子 自由形   50m 10才

小学（5）30 女子 自由形  100m 10才

大橋　茉莉           ｵｵﾊｼ ﾏﾘ              小学（5）31 女子 自由形   50m 10才

小学（5）32 女子 自由形  100m 10才

23/31 ページ2017年6月3日 4:32:08



平成29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

28887
氏名: カナ: 学校:No.:

MacS加古川
性別: 申込種目:

武本　優志           ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼ             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

寺田　亘伸           ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｼﾝ            中学（3）3 男子 自由形   50m 14才

中学（3）4 男子 バタフライ  100m 14才

真鍋　朗音           ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾄ             中学（3）5 男子 自由形  100m 14才

中学（3）6 男子 自由形  200m 14才

児嶋　利弘           ｺｼﾞﾏ ﾘｸ              中学（2）7 男子 自由形  200m 14才

中学（2）8 男子 自由形  400m 14才

武本　航志           ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ             中学（1）9 男子 平泳ぎ  100m 12才

中学（1）10 男子 平泳ぎ  200m 12才

新田　壮大           ﾆｯﾀ ｿｳﾀﾞｲ            小学（6）11 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）12 男子 個人メドレー  200m 11才

橋本　　陸           ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ              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

北口慎二郎           ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞﾛｳ         小学（5）15 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 10才

森本　陸王           ﾓﾘﾓﾄ ﾘｵ              小学（4）17 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）18 男子 個人メドレー  200m 9才以下

竹田　乙羽           ﾀｹﾀﾞ ｵﾄﾊ             中学（3）19 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）20 女子 自由形  100m 15･16才

藤井　咲衣           ﾌｼﾞｲ ｻｴ              中学（3）21 女子 自由形  200m 14才

中学（3）22 女子 自由形  400m 14才

小東　あい           ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ             中学（3）23 女子 自由形   50m 14才

中学（3）24 女子 自由形  100m 14才

室井　星南           ﾑﾛｲ ｾﾅ               中学（3）25 女子 バタフライ  100m 14才

中学（3）26 女子 バタフライ  200m 14才

有馬　那津           ｱﾘﾏ ﾅﾂ               中学（2）27 女子 自由形   50m 14才

中学（2）28 女子 自由形  100m 14才

神吉　蘭夢           ｶﾝｷ ﾗﾑ               中学（2）29 女子 自由形  200m 13才

中学（2）30 女子 自由形  400m 13才

菅原　萌那           ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ            中学（2）31 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）32 女子 平泳ぎ  200m 13才

駒川　　結           ｺﾏｶﾞﾜ ﾕｲ             中学（2）33 女子 自由形   50m 13才

中学（2）34 女子 自由形  100m 13才

山本菜々美           ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅﾐ             中学（2）35 女子 自由形  200m 13才

中学（2）36 女子 自由形  400m 13才

松下　茜音           ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ             中学（1）37 女子 自由形   50m 12才

中学（1）38 女子 バタフライ   50m 12才

安田　衣良           ﾔｽﾀﾞ ｿﾗ              小学（6）39 女子 自由形   50m 12才

小学（6）40 女子 自由形  100m 12才

浅越　一葉           ｱｻｺﾞｴ ﾋﾄﾊ            小学（6）41 女子 バタフライ  100m 12才

小学（6）42 女子 個人メドレー  200m 12才

駒川　　零           ｺﾏｶﾞﾜ ﾚｲ             小学（5）43 女子 自由形   50m 10才

小学（5）44 女子 背泳ぎ   50m 10才

石倉　凪彩           ｲｼｸﾗ ﾅｷﾞｻ            小学（4）45 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）46 女子 個人メドレー  200m 10才

森田　莉子           ﾓﾘﾀ ﾘｺ               小学（4）47 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）48 女子 個人メドレー  200m 10才

大西　璃杏           ｵｵﾆｼ ﾘｱﾝ             小学（4）49 女子 自由形   50m 9才以下
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大西　璃杏           ｵｵﾆｼ ﾘｱﾝ             小学（4）50 女子 個人メドレー  200m 9才以下

28888
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ・Ｓｐ
性別: 申込種目:

小野翔一朗           ｵﾉ ｼｮｳｲﾁﾛｳ           高校（3）1 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

国貞　智貴           ｸﾆｻﾀﾞ ﾄﾓｷ            中学（3）3 男子 自由形   50m 14才

中学（3）4 男子 自由形  100m 14才

袖野　椋可           ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ            中学（2）5 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）6 男子 背泳ぎ  200m 14才

辰　　渉夢           ﾀﾂ ｱﾕﾑ               中学（2）7 男子 自由形  100m 13才

中学（2）8 男子 自由形  200m 13才

大野　佑太           ｵｵﾉ ﾕｳﾀ              中学（2）9 男子 自由形  100m 13才

中学（2）10 男子 自由形  200m 13才

木下　泰乙           ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ             中学（1）11 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）12 男子 平泳ぎ  200m 13才

岡村　賢人           ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾄ             小学（4）13 男子 自由形   50m 10才

板谷　紗葵           ｲﾀﾀﾆ ｻｷ              中学（2）14 女子 自由形  200m 14才

中学（2）15 女子 自由形  400m 14才

堀江　成彩           ﾎﾘｴ ﾅｲﾛ              中学（2）16 女子 自由形  200m 13才

中学（2）17 女子 自由形  400m 13才

丸井　花音           ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ              中学（1）18 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）19 女子 平泳ぎ  200m 13才

野口　花音           ﾉｸﾞﾁ ｶﾉﾝ             中学（1）20 女子 自由形   50m 12才

中学（1）21 女子 自由形  200m 12才

板谷　紗瑛           ｲﾀﾀﾆ ｻｴ              小学（6）22 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）23 女子 バタフライ  100m 12才

今林　柚葉           ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ          小学（6）24 女子 自由形  100m 12才

小学（6）25 女子 自由形  200m 12才

坂口理彩子           ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ            小学（6）26 女子 自由形   50m 11才

小学（6）27 女子 バタフライ  100m 11才

岡村　咲希           ｵｶﾑﾗ ｻｷ              小学（6）28 女子 自由形   50m 11才

小学（6）29 女子 自由形  100m 11才

樋口　実紅           ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ              小学（6）30 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）31 女子 背泳ぎ  100m 11才

阿部　　悠           ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ              小学（6）32 女子 平泳ぎ  100m 11才

小学（6）33 女子 個人メドレー  200m 11才

国貞　愛佳           ｸﾆｻﾀﾞ ｱｲｶ            小学（5）34 女子 自由形   50m 11才

片山　美空           ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ              小学（5）35 女子 自由形   50m 10才

鵜島あかり           ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ             小学（4）36 女子 自由形   50m 9才以下

今林　小夏           ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ           小学（3）37 女子 自由形   50m 9才以下
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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 自由形  100m 13才

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 13才

漁　　太良           ﾘｮｳ ﾀｲﾗ              小学（6）3 男子 自由形   50m 12才

小学（6）4 男子 バタフライ   50m 12才

松田　葉路           ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ              小学（6）5 男子 自由形  100m 11才

小学（6）6 男子 自由形  200m 11才

岩井凌央斗           ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ             小学（5）7 男子 自由形   50m 11才

小学（5）8 男子 自由形  100m 11才

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

小学（4）10 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）11 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）12 男子 個人メドレー  200m 9才以下

玉井ひかる           ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ              中学（2）13 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）14 女子 平泳ぎ  200m 13才

菅　　愛歩           ｶﾝ ｱｲﾎ               小学（5）15 女子 自由形   50m 11才

小学（5）16 女子 平泳ぎ   50m 11才
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氏名: カナ: 学校:No.:

ニスポ小野
性別: 申込種目:

長谷川士朗           ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾛｳ            中学（2）1 男子 自由形  100m 14才

中学（2）2 男子 バタフライ  100m 14才

西村　佑空           ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ             中学（1）3 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）4 男子 バタフライ  100m 13才

松村　駿佑           ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ           小学（6）5 男子 自由形   50m 12才

小学（6）6 男子 バタフライ  100m 12才

藤定　　航           ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾜﾀﾙ           小学（6）7 男子 自由形   50m 12才

小学（6）8 男子 背泳ぎ   50m 12才

松尾　颯馬           ﾏﾂｵ ｿｳﾏ              小学（6）9 男子 自由形  100m 11才

小学（6）10 男子 背泳ぎ   50m 11才

長谷川陽大           ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ            小学（5）11 男子 自由形   50m 11才

小学（5）12 男子 自由形  100m 11才

牧　　尚磨           ﾏｷ ｼｮｳﾏ              小学（5）13 男子 自由形   50m 10才

小学（5）14 男子 平泳ぎ   50m 10才

三村　優心           ﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾝ             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

河合　仁楠           ｶﾜｲ ｼﾞﾅﾝ             小学（4）17 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）18 男子 バタフライ  100m 10才

友定　孝之           ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ           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

三村　優奈           ﾐﾑﾗ ﾕﾅ               中学（3）21 女子 自由形  400m 14才

中学（3）22 女子 個人メドレー  400m 14才

多鹿　左絵           ﾀｼﾞｶ ｻｴ              中学（1）23 女子 自由形   50m 13才

中学（1）24 女子 バタフライ   50m 13才

福本　陽菜           ﾌｸﾓﾄ ﾋﾅﾀ             中学（1）25 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）26 女子 バタフライ  100m 13才

上野ひなた           ｳｴﾉ ﾋﾅﾀ              小学（6）27 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）28 女子 バタフライ   50m 12才

平石　晴菜           ﾋﾗｲｼ ﾊﾙﾅ             小学（6）29 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）30 女子 個人メドレー  200m 12才

西村　伶音           ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ             小学（5）31 女子 自由形   50m 11才

小学（5）32 女子 自由形  100m 11才

村上　咲優           ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ              小学（5）33 女子 自由形  100m 10才

小学（5）34 女子 バタフライ   50m 10才

西山菜乃華           ﾆｼﾔﾏ ﾅﾉﾊ             小学（4）35 女子 自由形   50m 10才

小学（4）36 女子 バタフライ   50m 10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 個人メドレー  200m 14才

中学（2）2 男子 個人メドレー  400m 14才

倉橋　宙史           ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ            中学（2）3 男子 バタフライ  100m 13才

中学（2）4 男子 バタフライ  200m 13才

岡住　直和           ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ            小学（6）5 男子 バタフライ  100m 11才

小学（6）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 自由形   50m 9才以下

小学（4）8 男子 個人メドレー  200m 9才以下

倉橋　初芽           ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ             小学（6）9 女子 自由形  100m 12才

小学（6）10 女子 自由形  200m 12才
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ山崎
性別: 申込種目:

伊野　凌聖           ｲﾉ ﾘｮｳｾｲ             中学（3）1 男子 自由形  100m 14才

中学（3）2 男子 個人メドレー  400m 14才

名村　孝太           ﾅﾑﾗ ｺｳﾀ              中学（2）3 男子 自由形  100m 14才

中学（2）4 男子 自由形  200m 14才

伴　　陸功           ﾊﾞﾝ ﾘｸ               中学（1）5 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）6 男子 平泳ぎ  200m 13才

野口　壱紳           ﾉｸﾞﾁ ｲｯｼﾝ            中学（1）7 男子 自由形  100m 12才

中学（1）8 男子 背泳ぎ   50m 12才

田口　和輝           ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ            小学（6）9 男子 自由形   50m 12才

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 12才

梅原　歌月           ｳﾒﾊﾗ ｶﾂﾞｷ            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

中筋武之介           ﾅｶｽｼﾞ ﾀｹﾉｽｹ          小学（4）13 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）14 男子 個人メドレー  200m 10才

福井　菜月           ﾌｸｲ ﾅﾂｷ              中学（3）15 女子 自由形  100m 14才

中学（3）16 女子 自由形  400m 14才

白谷　萌彩           ｼﾗﾀﾆ ﾓｱ              中学（3）17 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）18 女子 個人メドレー  400m 14才

平山　桃香           ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ             中学（1）19 女子 バタフライ  100m 12才

中学（1）20 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）21 女子 自由形   50m 11才

小学（6）22 女子 バタフライ   50m 11才

平山しおり           ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ             小学（5）23 女子 自由形   50m 11才

小学（5）24 女子 背泳ぎ   50m 11才

福井　千遥           ﾌｸｲ ﾁﾊﾙ              小学（5）25 女子 自由形   50m 10才

小学（5）26 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:

有本　宗晃           ｱﾘﾓﾄ ｿｳｷ             小学（6）1 男子 自由形  100m 12才

小学（6）2 男子 個人メドレー  200m 12才

根本聡太郎           ﾈﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ            小学（6）3 男子 自由形  100m 11才

小学（6）4 男子 バタフライ   50m 11才

眞鼻　宝功           ﾏﾊﾅ ﾄﾓﾅﾘ             小学（5）5 男子 自由形   50m 10才

小学（5）6 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）7 男子 自由形   50m 10才

小坂　悠人           ｺｻｶ ﾕｳﾄ              小学（4）8 男子 自由形   50m 9才以下

舩本　愛子           ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ             中学（3）9 女子 自由形   50m 14才

中学（3）10 女子 バタフライ   50m 14才

中川　知優           ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ            中学（1）11 女子 自由形   50m 13才

中学（1）12 女子 自由形  100m 13才

笠原穂乃果           ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ             小学（6）13 女子 自由形   50m 12才

小学（6）14 女子 自由形  100m 12才

塩田　瑠愛           ｼｵﾀ ﾙﾈ               小学（6）15 女子 バタフライ   50m 12才
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ｲﾄﾏﾝ西神戸
性別: 申込種目:

平山　　駿           ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ             中学（3）1 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）2 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

堀井　湧斗           ﾎﾘｲ ﾕｳﾄ              中学（2）3 男子 平泳ぎ  200m 14才

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 14才

重國　陽壮           ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ            中学（2）5 男子 自由形  100m 14才

中学（2）6 男子 背泳ぎ  100m 14才

上根　秀斗           ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ             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

中村　駿斗           ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾄ            小学（6）9 男子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 12才

屋村　優斗           ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ              小学（6）11 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）12 男子 個人メドレー  200m 12才

柚木　　仁           ﾕﾉｷ ｼﾞﾝ              小学（6）13 男子 自由形  200m 12才

小学（6）14 男子 バタフライ  100m 12才

洲﨑　透真           ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ             小学（6）15 男子 自由形   50m 11才

小学（6）16 男子 背泳ぎ  100m 11才

藤澤　明輝           ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ            小学（6）17 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）18 男子 個人メドレー  200m 11才

斉藤　　瑛           ｻｲﾄｳ ｴｲ              小学（6）19 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）20 男子 背泳ぎ  100m 11才

藤原　拓人           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ            小学（6）21 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）22 男子 背泳ぎ  100m 11才

岩﨑　渉真           ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾏ            小学（6）23 男子 個人メドレー  200m 11才

西村　心結           ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕｳ             小学（5）24 男子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）25 男子 個人メドレー  200m 11才

宇都宮陸渡           ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾄ            小学（5）26 男子 自由形   50m 10才

小学（5）27 男子 バタフライ   50m 10才

庄司　　晴           ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙ             小学（5）28 男子 自由形   50m 10才

小学（5）29 男子 自由形  100m 10才

近藤　　颯           ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ            小学（5）30 男子 自由形   50m 10才

小学（5）31 男子 バタフライ   50m 10才

藤波　海成           ﾌｼﾞﾅﾐ ｶｲｾｲ           小学（5）32 男子 背泳ぎ  100m 10才

小学（5）33 男子 個人メドレー  200m 10才

沖村　恒祐           ｵｷﾑﾗ ｺｳｽｹ            小学（4）34 男子 自由形   50m 10才

小学（4）35 男子 背泳ぎ   50m 10才

下條日菜子           ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾅｺ           中学（3）36 女子 自由形  100m 14才

中学（3）37 女子 個人メドレー  200m 14才

小原　有羽           ｵﾊﾗ ﾕｳ               中学（2）38 女子 自由形   50m 14才

中学（2）39 女子 個人メドレー  200m 14才

藤原　京香           ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ           中学（2）40 女子 自由形  100m 13才

中学（2）41 女子 自由形  200m 13才

庄司　　滉           ｼｮｳｼﾞ ｺｳ             中学（1）42 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）43 女子 平泳ぎ  200m 13才

椋本　　掬           ﾑｸﾓﾄ ｷｸ              小学（6）44 女子 自由形   50m 12才

小学（6）45 女子 自由形  100m 12才

小林　天果           ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾝｶ            小学（6）46 女子 自由形   50m 12才

小学（6）47 女子 個人メドレー  200m 12才

大濵　心花           ｵｵﾊﾏ ｻﾈｶ             小学（6）48 女子 自由形   50m 12才

小学（6）49 女子 個人メドレー  200m 12才
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平山　夏生           ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂｷ             小学（6）50 女子 自由形   50m 11才

小学（6）51 女子 個人メドレー  200m 11才

小林　　楓           ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ           小学（6）52 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）53 女子 平泳ぎ  100m 11才

黒岩　徠夏           ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ             小学（5）54 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）55 女子 背泳ぎ  100m 11才

清水　南帆           ｼﾐｽﾞ ﾅﾎ              小学（5）56 女子 自由形   50m 10才

小学（5）57 女子 個人メドレー  200m 10才

堤田　水輝           ﾂﾂﾐﾀﾞ ﾐｽﾞｷ           小学（5）58 女子 背泳ぎ  100m 10才

小学（5）59 女子 個人メドレー  200m 10才

森　　絆菜           ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ              小学（5）60 女子 バタフライ   50m 10才

小学（5）61 女子 個人メドレー  200m 10才

西海　穂泉           ﾆｼｳﾐ ﾎｽﾞﾐ            小学（5）62 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）63 女子 個人メドレー  200m 10才

王野　　遥           ｵｵﾉ ﾊﾙｶ              小学（4）64 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）65 女子 個人メドレー  200m 10才

上田菜々葉           ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ             小学（4）66 女子 自由形   50m 10才

小学（4）67 女子 個人メドレー  200m 10才

森岡　来望           ﾓﾘｵｶ ｸﾙﾐ             小学（4）68 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）69 女子 個人メドレー  200m 9才以下

武田　香穂           ﾀｹﾀﾞ ｶﾎ              小学（4）70 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）71 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

中村　綺那           ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ             小学（3）72 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）73 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

前原子々夏           ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ             小学（2）74 女子 自由形   50m 9才以下

小学（2）75 女子 個人メドレー  200m 9才以下

28923
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ姫路
性別: 申込種目:

志水　建斗           ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ             中学（3）1 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）2 男子 個人メドレー  400m 14才

中尾　　剛           ﾅｶｵ ｺﾞｳ              中学（2）3 男子 自由形  100m 13才

中学（2）4 男子 平泳ぎ  100m 13才

北村　峻聖           ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ           中学（2）5 男子 自由形  100m 13才

中学（2）6 男子 自由形  200m 13才

根上　雪華           ﾈｶﾞﾐ ﾕｷｶ             中学（2）7 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（2）8 女子 個人メドレー  400m 13才

伊藤　未来           ｲﾄｳ ﾐｷ               小学（6）9 女子 バタフライ   50m 11才

小学（6）10 女子 バタフライ  100m 11才
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関西学院大学
性別: 申込種目:

豊田　郁豪           ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺﾞｳ           大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m 一般

齊藤　大己           ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ             大学（4）2 男子 自由形   50m 一般

橘　　知毅           ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ            大学（4）3 男子 バタフライ  100m 一般

服部　季輝           ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｷ             大学（4）4 男子 個人メドレー  200m 一般

鵜飼夏也人           ｳｶｲ ｶﾔﾄ              大学（4）5 男子 バタフライ  200m 一般

大学（4）6 男子 個人メドレー  400m 一般

原　　嘉一           ﾊﾗ ｶｲﾁ               大学（4）7 男子 自由形  200m 一般

大学（4）8 男子 個人メドレー  200m 一般

中嶋　康介           ﾅｶｼﾏ ｺｳｽｹ            大学（3）9 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（3）10 男子 平泳ぎ  200m 一般

坂本　魁生           ｻｶﾓﾄ ｶｲ              大学（3）11 男子 自由形   50m 一般

大学（3）12 男子 背泳ぎ   50m 一般

清水　真人           ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ             大学（3）13 男子 自由形  200m 一般

原田明日翔           ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ             大学（2）14 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（2）15 男子 平泳ぎ  200m 一般

三坂　一真           ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ             大学（2）16 男子 背泳ぎ  100m 一般

寺田　弘剛           ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ            大学（2）17 男子 自由形  100m 一般

大学（2）18 男子 自由形  200m 一般

冨田　圭人           ﾄﾐﾀ ｷﾖﾄ              大学（1）19 男子 平泳ぎ  200m 一般

佐多　直浩           ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ              大学（1）20 男子 自由形   50m 一般

大学（1）21 男子 背泳ぎ   50m 一般

大谷　　洸           ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ             大学（1）22 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（1）23 男子 平泳ぎ  100m 一般

大川　航輝           ｵｵｶﾜ ｺｳｷ             大学（1）24 男子 バタフライ  100m 一般

平松　聖隆           ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ            大学（1）25 男子 自由形  100m 一般

大学（1）26 男子 自由形  200m 一般
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