
第1回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会登録団体別申込種目一覧表

28509
氏名: カナ: 学校:No.:

須磨翔風高校
性別: 申込種目:

新山くるみ           ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ             高校（3）1 女子 自由形   50m 15･16才

28615
氏名: カナ: 学校:No.:

須磨学園高校
性別: 申込種目:

田中　一光           ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ             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

永井　　絃           ﾅｶﾞｲ ｹﾞﾝ             高校（3）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

縄井　彪士           ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ             高校（3）4 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

前田　美玖           ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ              高校（3）5 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北井ひかり           ｷﾀｲ ﾋｶﾘ              高校（3）6 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）7 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

西村　麻亜           ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ             高校（3）8 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）9 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

居林　優衣           ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ             高校（3）10 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）11 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

堀上　綺良           ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ              高校（2）12 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

笠松　咲蘭           ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ             高校（2）14 女子 バタフライ  200m 15･16才

井上　真帆           ｲﾉｳｴ ﾏﾎ              高校（1）15 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）16 女子 バタフライ  100m 15･16才

28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別: 申込種目:

松山　拓幹           ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ             小学（4）1 男子 個人メドレー  200m 9才以下

梶田明日香           ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ             高校（3）2 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

梶田　紫夕           ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ             中学（3）4 女子 自由形   50m 14才

中学（3）5 女子 自由形  100m 14才

28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ
性別: 申込種目:

髙須賀　隼           ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ             高校（3）1 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

金丸　尚樹           ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ             高校（2）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

八木　大輝           ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ             高校（1）3 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

西本　　怜           ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ              高校（1）4 女子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）5 女子 個人メドレー  400m 15･16才

岡部　仁胡           ｵｶﾍﾞ ﾆｺ              中学（2）6 女子 バタフライ  100m 14才

前田　夏風           ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ             中学（1）7 女子 自由形   50m 12才

中学（1）8 女子 バタフライ  100m 12才

中野　陽菜           ﾅｶﾉ ﾋﾅ               中学（1）9 女子 自由形   50m 12才

28814
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ東加古
性別: 申込種目:

川野　礼夢           ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ              中学（2）1 男子 自由形  200m 14才

宮﨑陽菜乃           ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ            小学（4）2 女子 バタフライ   50m 9才以下
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第1回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録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:

竹中　拓哉           ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ             中学（3）1 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）2 男子 バタフライ  200m 15･16才

北　　遼音           ｷﾀ ﾊﾙﾄ               小学（5）3 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）4 男子 背泳ぎ  100m 11才

尾﨑　大翔           ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ             小学（4）5 男子 背泳ぎ   50m 10才

北嶋　尚人           ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾄ            小学（4）6 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

岡井　夏凜           ｵｶｲ ｶﾘﾝ              中学（2）7 女子 平泳ぎ  100m 14才

森田　美友           ﾓﾘﾀ ﾐﾕ               中学（2）8 女子 バタフライ  100m 13才

中澤　　葵           ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ            中学（2）9 女子 個人メドレー  200m 13才

青野　鈴夏           ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ             中学（1）10 女子 自由形  400m 13才

西川　真央           ﾆｼｶﾜ ﾏｵ              小学（5）11 女子 自由形  200m 11才

土井　千智           ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ              小学（5）12 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）13 女子 バタフライ  100m 11才

見浪　真美           ﾐﾅﾐ ﾏﾐ               小学（4）14 女子 背泳ぎ   50m 10才

28816
氏名: カナ: 学校:No.:

S･ﾊﾟﾃｨｵ
性別: 申込種目:

井上　志吹           ｲﾉｳｴ ｼﾌﾞｷ            小学（4）1 男子 自由形   50m 10才

小学（4）2 男子 個人メドレー  200m 10才

森岡　丈尋           ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ            小学（4）3 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（4）4 男子 個人メドレー  200m 9才以下

高谷　海咲           ﾀｶﾔ ﾐｻｷ              高校（2）5 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

寺本　咲来           ﾃﾗﾓﾄ ｻｷ              小学（5）7 女子 平泳ぎ   50m 10才
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第1回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会登録団体別申込種目一覧表

28820
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西宮
性別: 申込種目:

内本　　翼           ｳﾁﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ            高校（2）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

林　甲子郎           ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ            高校（1）3 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  200m 15･16才

吉武勇太朗           ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ           中学（3）5 男子 自由形  200m 14才

中学（3）6 男子 自由形  400m 14才

水口　　唯           ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ            中学（3）7 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）8 男子 平泳ぎ  200m 14才

野村　光希           ﾉﾑﾗ ｺｳｷ              中学（1）9 男子 自由形   50m 13才

藤田　航輝           ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ             中学（1）10 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）11 男子 平泳ぎ  200m 13才

内本　　輝           ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ             中学（1）12 男子 自由形   50m 12才

中学（1）13 男子 個人メドレー  200m 12才

山口　遥穂           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾎ            小学（6）14 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）15 男子 平泳ぎ  100m 12才

吉武伸之助           ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ           小学（5）16 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）17 男子 背泳ぎ  100m 11才

遠藤　　優           ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ           小学（4）18 男子 自由形   50m 10才

田中琥汰郎           ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ             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

藤田　悠輔           ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ            小学（4）21 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）22 男子 バタフライ   50m 9才以下

山田ひかる           ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ             高校（2）23 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）24 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

衛門　果穂           ｴﾓﾝ ｶﾎ               中学（1）25 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）26 女子 平泳ぎ  100m 12才

堀上　彩良           ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ              中学（1）27 女子 背泳ぎ   50m 12才

山田　光玲           ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ             小学（6）28 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）29 女子 背泳ぎ  100m 11才

野村くるみ           ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ              小学（5）30 女子 自由形   50m 11才

小学（5）31 女子 自由形  100m 11才

日下　結奈           ｸｻｶ ﾕｲﾅ              小学（5）32 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）33 女子 バタフライ  100m 11才

田村　柚穂           ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ             小学（4）34 女子 自由形   50m 10才

小学（4）35 女子 バタフライ   50m 10才

大塚　美咲           ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ             小学（4）36 女子 自由形   50m 10才

小学（4）37 女子 背泳ぎ   50m 10才

上原　真有           ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ             小学（4）38 女子 自由形   50m 10才

小学（4）39 女子 バタフライ   50m 10才

長尾　美咲           ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ             小学（4）40 女子 自由形   50m 10才

小学（4）41 女子 背泳ぎ   50m 10才

三宗　琴葉           ﾐﾂﾑﾈ ｺﾄﾊ             小学（4）42 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

28821
氏名: カナ: 学校:No.:

BIG-S姫路
性別: 申込種目:

吉浦　立稀           ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ             小学（5）1 男子 自由形   50m 10才

小学（5）2 男子 個人メドレー  200m 10才
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第1回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会登録団体別申込種目一覧表

28822
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路スポーツ
性別: 申込種目:

大倉　凜佑           ｵｵｸﾗ ﾘｳ              小学（6）1 男子 背泳ぎ  100m 12才

28824
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮
性別: 申込種目:

佐伯　一光           ｻｴｷ ｶｽﾞｱｷ            高校（3）1 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

和田信太郎           ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ            高校（2）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

井ノ上昭輝           ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ            高校（2）4 男子 自由形 1500m 15･16才

説田　泰機           ｾｯﾀ ﾀｲｷ              高校（2）5 男子 バタフライ  200m 15･16才

重塚　　笙           ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ            中学（3）6 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

清水　歩空           ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ            中学（3）7 男子 個人メドレー  200m 14才

山岡　大晟           ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ            中学（1）8 男子 自由形  200m 12才

中学（1）9 男子 バタフライ  100m 12才

大石　　快           ｵｵｲｼ ｶｲ              中学（1）10 男子 個人メドレー  200m 12才

前川　大和           ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ             小学（5）11 男子 自由形   50m 11才

小学（5）12 男子 バタフライ   50m 11才

梶野　千紗           ｶｼﾞﾉ ﾁｻ              高校（3）13 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）14 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森　菜々子           ﾓﾘ ﾅﾅｺ               高校（3）15 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）16 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

信川　絢里           ﾉﾌﾞｶﾜ ｱﾔﾘ            高校（2）17 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

横田　涼乃           ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ             高校（2）18 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北口沙央梨           ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ            高校（2）20 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）21 女子 個人メドレー  200m 15･16才

下村　真彩           ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ             中学（2）22 女子 自由形  100m 14才

西河　輝峰           ﾆｼｶﾜ ｷﾎ              中学（2）23 女子 バタフライ  100m 13才

松本　悠里           ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ              中学（1）24 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）25 女子 平泳ぎ  200m 13才

浅尾萌々香           ｱｻｵ ﾓﾓｶ              中学（1）26 女子 自由形   50m 12才

中学（1）27 女子 自由形  100m 12才

木村　陽香           ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ              小学（6）28 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）29 女子 バタフライ  100m 12才

今井　陽花           ｲﾏｲ ﾊﾙｶ              小学（6）30 女子 自由形   50m 11才

川崎　なな           ｶﾜｻｷ ﾅﾅ              小学（5）31 女子 背泳ぎ   50m 11才

28825
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ明石
性別: 申込種目:

村上　柚希           ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ            中学（2）1 男子 自由形  200m 13才

中学（2）2 男子 自由形  400m 13才

末光　唯楓           ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ            中学（2）3 男子 自由形  200m 13才

中学（2）4 男子 自由形  400m 13才

原田　壮大           ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ             中学（1）5 男子 自由形   50m 13才

中学（1）6 男子 自由形  100m 13才

花澤　柊太           ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ           小学（6）7 男子 自由形  100m 11才

小学（6）8 男子 個人メドレー  200m 11才

藤原　佳己           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ            小学（6）9 男子 自由形  100m 11才

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 11才

藤原　直己           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ            小学（6）11 男子 バタフライ   50m 11才
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28828
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ本山
性別: 申込種目:

吉岡亜矢都           ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ             中学（3）1 男子 自由形   50m 14才

中学（3）2 男子 バタフライ  100m 14才

山元　悠郁           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ             中学（1）3 女子 自由形   50m 13才

28831
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＴＶ垂水
性別: 申込種目:

上口　紘平           ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ           高校（2）1 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）2 男子 自由形  400m 15･16才

松本　匠真           ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ            中学（1）3 男子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）4 男子 平泳ぎ  100m 12才

石田十季子           ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ             高校（2）5 女子 自由形  100m 15･16才

高校（2）6 女子 自由形  200m 15･16才

28835
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ神戸
性別: 申込種目:

髙橋　悠斗           ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ             小学（6）1 男子 自由形  100m 11才

小学（6）2 男子 個人メドレー  200m 11才

渡邊　竣哉           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ           小学（5）3 男子 自由形   50m 10才

小学（5）4 男子 個人メドレー  200m 10才

大橋　鈴羅           ｵｵﾊｼ ﾚｲﾗ             中学（3）5 女子 自由形   50m 14才

貴島風海香           ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ             中学（3）6 女子 自由形  100m 14才

松本　　涼           ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ             中学（3）7 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）8 女子 個人メドレー  200m 14才

片山　珠里           ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ            中学（2）9 女子 自由形  100m 14才

前田　七海           ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ             中学（1）10 女子 バタフライ   50m 12才

28840
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ
性別: 申込種目:

岡原　壮太           ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ             高校（1）1 男子 背泳ぎ  100m 14才

村上　汰晟           ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ            中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 13才

向井　瑛希           ﾑｶｲ ｴｲｷ              中学（3）3 男子 自由形  200m 13才

湯口　百恵           ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ             高校（1）4 女子 バタフライ  200m 14才

古長みさと           ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ             中学（3）5 女子 自由形   50m 13才

中学（3）6 女子 自由形  100m 13才

田村　朱里           ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ              小学（6）7 女子 自由形  200m 11才

小学（6）8 女子 個人メドレー  200m 11才

28857
氏名: カナ: 学校:No.:

NSI神鉄
性別: 申込種目:

栗原　悠里           ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ             中学（1）1 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）2 男子 平泳ぎ  200m 13才

篠崎　　悠           ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ            小学（5）3 男子 個人メドレー  200m 10才

高橋　紅葉           ﾀｶﾊｼ ｸﾚﾊ             中学（2）4 女子 背泳ぎ  200m 13才

神谷　優月           ｶﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ             中学（2）5 女子 自由形   50m 13才
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28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別: 申込種目:

岡田　侑奈           ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ              高校（2）1 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

庄司　彩花           ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ            中学（1）2 女子 バタフライ   50m 12才

中学（1）3 女子 バタフライ  100m 12才

山口　華凜           ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ            小学（4）4 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）5 女子 個人メドレー  200m 10才

吉田　陽奈           ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ              小学（4）6 女子 自由形   50m 9才以下

28870
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫之荘ＳＳ
性別: 申込種目:

竹内　慶悟           ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ            中学（1）1 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）2 男子 個人メドレー  400m 13才

28874
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン三田
性別: 申込種目:

玉利　大貴           ﾀﾏﾘ ﾀﾞｲｷ             小学（4）1 男子 自由形   50m 10才

小学（4）2 男子 背泳ぎ   50m 10才

高石友梨香           ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ             中学（2）3 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）4 女子 平泳ぎ  200m 13才

28880
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西神
性別: 申込種目:

德網　大星           ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ            小学（5）1 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）2 男子 バタフライ  100m 11才

吉田　芽生           ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ              中学（2）3 女子 自由形  100m 14才

宮崎　渚沙           ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ           中学（1）4 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）5 女子 平泳ぎ  200m 13才

二宮　陽凪           ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ              中学（1）6 女子 平泳ぎ  100m 13才

田中　萌生           ﾀﾅｶ ﾒｲ               中学（1）7 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）8 女子 背泳ぎ  100m 12才

萩尾　柚衣           ﾊｷﾞｵ ﾕｲ              中学（1）9 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）10 女子 平泳ぎ  100m 12才

宮崎　若葉           ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ           小学（5）11 女子 自由形   50m 11才

28881
氏名: カナ: 学校:No.:

マック武庫川
性別: 申込種目:

戸上　光助           ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ            中学（2）1 男子 自由形   50m 13才

中学（2）2 男子 バタフライ  100m 13才

松岡　颯汰           ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ             中学（2）3 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）4 男子 平泳ぎ  200m 13才

辻森　魁人           ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ            中学（1）5 男子 個人メドレー  200m 12才

28888
氏名: カナ: 学校:No.:

Aqスポレスト
性別: 申込種目:

樋口　実紅           ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ              中学（1）1 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）2 女子 背泳ぎ  100m 12才

阿部　　悠           ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ              中学（1）3 女子 自由形  200m 12才

鵜島あかり           ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ             小学（5）4 女子 自由形   50m 10才

今林　小夏           ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ           小学（4）5 女子 自由形   50m 9才以下
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28892
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ津名
性別: 申込種目:

松田　葉路           ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾛ              中学（1）1 男子 自由形  200m 11才

中学（1）2 男子 バタフライ   50m 11才

魚﨑　寛生           ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ           小学（5）3 男子 自由形   50m 10才

小学（5）4 男子 個人メドレー  200m 10才

玉井ひかる           ﾀﾏｲ ﾋｶﾙ              中学（3）5 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（3）6 女子 平泳ぎ  200m 13才

28903
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ神河
性別: 申込種目:

大畑　顕乃           ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ             中学（1）1 女子 平泳ぎ   50m 12才

28904
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ相生
性別: 申込種目:

北本　悠介           ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ            中学（1）1 男子 個人メドレー  200m 12才

伊藤　桜也           ｲﾄｳ ｵｳﾔ              小学（4）2 男子 個人メドレー  200m 10才

28921
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ西神戸
性別: 申込種目:

斉藤　　迅           ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ             高校（3）1 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

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

斉藤　　瑛           ｻｲﾄｳ ｴｲ              中学（1）4 男子 背泳ぎ  100m 12才

中学（1）5 男子 個人メドレー  200m 12才

藤原　拓人           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ            中学（1）6 男子 背泳ぎ  100m 12才

長束　萌衣           ﾅｶﾞﾂｶ ﾓｴ             高校（2）7 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 女子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

藤原　京香           ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｶ           中学（3）9 女子 自由形  200m 14才

宮崎いぶき           ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ           中学（2）10 女子 バタフライ  100m 13才

中学（2）11 女子 バタフライ  200m 13才

黒岩　徠夏           ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ             小学（6）12 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）13 女子 背泳ぎ  100m 12才

中村　綺那           ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ             小学（4）14 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）15 女子 バタフライ   50m 9才以下

7/7 ページ2018年6月13日 7:40:33


