
男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

西川　呂希            ﾆｼｶﾜ ﾛｷ                 塚口ＳＳ 中学（2）1 28805

谷口　花丸            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅﾏﾙ              ＪＳＳ三木 小学（5）2 28810

薮西　貴裕            ﾔﾌﾞﾆｼ ﾀｶﾋﾛ              ＪＳＳ三木 小学（5）3 28810

土岐　龍雅            ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ                イトマン神戸 小学（4）4 28815

森岡　丈尋            ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ               Ｓ・パティオ 小学（5）5 28816

大堀　周生            ｵｵﾎﾘ ｼｭｳ                Ｓ・パティオ 小学（4）6 28816

松葉　優作            ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ               ＮＳＩ西紀 高校（3）7 28817

野村　光希            ﾉﾑﾗ ｺｳｷ                 イトマン西宮 中学（2）8 28820

塚原　　蓮            ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ                 イトマン西宮 小学（5）9 28820

吉田　将義            ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ               姫路スポーツ 小学（4）10 28822

山岡　大晟            ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ               コナミ西宮 中学（2）11 28824

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                コナミ明石 中学（2）12 28825

渡邊　瑠樹            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ              コナミ明石 小学（4）13 28825

惣輪　　温            ｿﾜ ｱﾂｷ                  コナミ明石 中学（1）14 28825

吉田　祥次            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ              ＮＳＩパール 小学（4）15 28826

濱口　怜央            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｵ                ＮＳＩ本山 高校（3）16 28828

髙橋　健人            ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）17 28835

福井　寛人            ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ                 尼崎市スポ振 小学（5）18 28865

木下　誠覇            ｷﾉｼﾀ ﾅﾙﾊ                ＪＳＳ大久保 中学（1）19 28869

上田　眞陽            ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ                こうでら 中学（3）20 28883
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男子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

西川　呂希            ﾆｼｶﾜ ﾛｷ                 塚口ＳＳ 中学（2）1 28805

松葉　優作            ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ               ＮＳＩ西紀 高校（3）2 28817

野村　光希            ﾉﾑﾗ ｺｳｷ                 イトマン西宮 中学（2）3 28820

内本　　輝            ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 中学（2）4 28820

清水　歩空            ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ               コナミ西宮 高校（1）5 28824

山岡　大晟            ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ               コナミ西宮 中学（2）6 28824

原田　壮大            ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ                コナミ明石 中学（2）7 28825

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 中学（3）8 28825

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩ 高校（1）9 28840
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男子  200m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

吉田　貴範            ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ               塚口ＳＳ 中学（2）1 28805

川越　悠河            ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ              塚口ＳＳ 高校（1）2 28805

森田　泰生            ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ                 ＮＳＩ清和台 中学（3）3 28812

内本　　輝            ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 中学（2）4 28820

花澤　柊太            ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              コナミ明石 中学（1）5 28825

末光　唯楓            ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ               コナミ明石 中学（3）6 28825

篠﨑　　悠            ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ               ＮＳＩ神鉄 小学（6）7 28857

松村　駿佑            ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ              ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（2）8 28895
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男子  400m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

和田晃太朗            ﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ                ＮＳＩ清和台 中学（2）1 28812

吉武勇太朗            ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ              イトマン西宮 高校（1）2 28820

清水　歩空            ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ               コナミ西宮 高校（1）3 28824

長島京志郎            ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ            ＮＳＩ 高校（1）4 28840

辻森　魁人            ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ               マック武庫川 中学（2）5 28881
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男子   50m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

上野　一輝            ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ                イトマン川西 小学（5）1 28801

永本　空澄            ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ               塚口ＳＳ 小学（5）2 28805

北　　遼音            ｷﾀ ﾊﾙﾄ                  イトマン神戸 小学（6）3 28815

吉武伸之助            ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ              イトマン西宮 小学（6）4 28820

吉田　将義            ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ               姫路スポーツ 小学（4）5 28822

髙橋　健人            ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ                ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（4）6 28835

加藤　　翼            ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ                イトマン三田 小学（4）7 28874
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男子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

高須　葉一            ﾀｶｽ ﾖｳｲﾁ                ＮＳＩ清和台 高校（1）1 28812

尾﨑　大翔            ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ                イトマン神戸 小学（5）2 28815

吉武伸之助            ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ              イトマン西宮 小学（6）3 28820

内海　秀翔            ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ               ＫＴＶ垂水 中学（2）4 28831

渡邊　竣哉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ              ﾙﾈｻﾝｽ神戸 小学（6）5 28835

岡原　壮太            ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ                ＮＳＩ 高校（2）6 28840

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ               ＮＳＩ 高校（1）7 28840

小林　恭也            ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ              Ａｑ相生 小学（6）8 28904
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男子  200m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

高須　葉一            ﾀｶｽ ﾖｳｲﾁ                ＮＳＩ清和台 高校（1）1 28812

内海　秀翔            ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ               ＫＴＶ垂水 中学（2）2 28831
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男子   50m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

遠藤　　優            ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ              イトマン西宮 小学（5）1 28820

山田　凛星            ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｾｲ               コナミ明石 小学（4）2 28825
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男子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                塚口ＳＳ 高校（2）1 28805

山口　遥穂            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾎ               イトマン西宮 中学（1）2 28820

藤田康太郎            ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ              姫路スポーツ 中学（2）3 28822

松岡　颯汰            ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ                コナミ西宮 中学（3）4 28824

松本　匠真            ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ               ＫＴＶ垂水 中学（2）5 28831

栗原　悠里            ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ                ＮＳＩ神鉄 中学（2）6 28857

志築　侶衣            ｼｽﾞｷ ﾛｲ                 イトマン三田 小学（6）7 28874
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男子  200m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

小川　大貴            ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                塚口ＳＳ 中学（3）1 28805

八木　大輝            ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ                塚口ＳＳ 高校（2）2 28805

松岡　颯汰            ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ                コナミ西宮 中学（3）3 28824

重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ               コナミ西宮 高校（1）4 28824

竹内　慶悟            ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ               武庫之荘ＳＳ 中学（2）5 28870
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男子   50m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

髙岡　拓未            ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ                塚口ＳＳ 小学（5）1 28805

大﨑　一輝            ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ               塚口ＳＳ 小学（5）2 28805

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                コナミ西宮 小学（6）3 28824

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 中学（1）4 28825

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 中学（1）5 28825

宮下　智幸            ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾕｷ               コナミ三田 小学（4）6 28860

平井　優大            ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ               武庫之荘ＳＳ 小学（5）7 28870

沖村　亮祐            ｵｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ              ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）8 28921
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男子  100m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

戸上　光助            ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ               塚口ＳＳ 中学（3）1 28805

萬谷　太耀            ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ               ＮＳＩ清和台 高校（2）2 28812

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ                コナミ西宮 小学（6）3 28824

藤原　直己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ               コナミ明石 中学（1）4 28825

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ               コナミ明石 中学（1）5 28825

芦田　悠太            ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ                ＮＳＩ 小学（6）6 28840

平井　優大            ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ               武庫之荘ＳＳ 小学（5）7 28870

松尾幸汰郎            ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾛｳ               イトマン西神 中学（1）8 28880

德網　大星            ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ               イトマン西神 小学（6）9 28880

友定　孝之            ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ              ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）10 28895
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男子  200m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

松山　拓幹            ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ                イトマン川西 小学（5）1 28801

大野耕一朗            ｵｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ              コナミ東加古 中学（3）2 28814

草野　克仁            ｸｻﾉ ｶﾂﾄ                 イトマン神戸 小学（4）3 28815

花澤　柊太            ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ              コナミ明石 中学（1）4 28825

吉田　祥次            ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ              ＮＳＩパール 小学（4）5 28826

篠﨑　　瑛            ｼﾉｻﾞｷ ﾋｶﾙ               ＮＳＩ神鉄 小学（4）6 28857

篠﨑　　悠            ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ               ＮＳＩ神鉄 小学（6）7 28857

竹内　慶悟            ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ               武庫之荘ＳＳ 中学（2）8 28870

山本　頼知            ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲﾁ                こうでら 中学（2）9 28883
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男子  400m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ               コナミ西宮 高校（1）1 28824

辻森　魁人            ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ               マック武庫川 中学（2）2 28881

山本　頼知            ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲﾁ                こうでら 中学（2）3 28883

北本　悠介            ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ               Ａｑ相生 中学（2）4 28904
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女子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

梶田　紫夕            ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ                イトマン川西 高校（1）1 28801

足立　理音            ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ                 塚口ＳＳ 高校（2）2 28805

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                塚口ＳＳ 高校（2）3 28805

岡井　夏凜            ｵｶｲ ｶﾘﾝ                 イトマン神戸 中学（3）4 28815

坂口　倫菜            ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾅ                イトマン神戸 小学（5）5 28815

福島　美月            ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾞｷ               ＮＳＩ西紀 小学（5）6 28817

野村くるみ            ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ                 イトマン西宮 小学（6）7 28820

今井　陽花            ｲﾏｲ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 中学（1）8 28824

酒井　柚奈            ｻｶｲ ﾕﾅ                  コナミ西宮 小学（4）9 28824

指方　心絆            ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ                コナミ西宮 小学（4）10 28824

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 中学（1）11 28824

山元　悠郁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                ＮＳＩ本山 中学（2）12 28828

冨部　七菜            ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ                 ＮＳＩ本山 高校（3）13 28828

古長みさと            ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                ＮＳＩ 高校（1）14 28840

長谷　沙紀            ﾅｶﾞﾀﾆ ｻｷ                ＪＳＳ尼宝 小学（4）15 28849

二杉　琉花            ﾆｽｷﾞ ﾙｶ                 コナミ三田 小学（3）16 28860

吉田　陽奈            ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ                 コナミ三田 小学（5）17 28860

岡山　彩乃            ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ                尼崎市スポ振 中学（2）18 28865

堀川　心愛            ﾎﾘｶﾜ ｺｺﾅ                イトマン三田 小学（4）19 28874

平山しおり            ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ                こうでら 中学（1）20 28883

鵜島あかり            ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ                Aqスポレスト 小学（6）21 28888

檀野　紗良            ﾀﾞﾝﾉ ｻﾗ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）22 28921

中村　綺那            ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（5）23 28921
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女子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

足立　理音            ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ                 塚口ＳＳ 高校（2）1 28805

北山ひより            ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ                塚口ＳＳ 高校（2）2 28805

井上　　奏            ｲﾉｳｴ ｿｳ                 ＴＸ甲南山手 小学（6）3 28813

岡井　夏凜            ｵｶｲ ｶﾘﾝ                 イトマン神戸 中学（3）4 28815

野村くるみ            ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ                 イトマン西宮 小学（6）5 28820

下村　真彩            ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ                コナミ西宮 中学（3）6 28824

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ                 コナミ西宮 中学（2）7 28824

浅尾萌々香            ｱｻｵ ﾓﾓｶ                 コナミ西宮 中学（2）8 28824

山元　悠郁            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ                ＮＳＩ本山 中学（2）9 28828

冨部　七菜            ﾄﾝﾍﾞ ﾅﾅ                 ＮＳＩ本山 高校（3）10 28828

田村　朱里            ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ                 ＮＳＩ 中学（1）11 28840

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 小学（5）12 28860

吉田　芽生            ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ                 イトマン西神 中学（3）13 28880

宮崎　若葉            ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ              イトマン西神 小学（6）14 28880

大野　麗奈            ｵｵﾉ ﾚﾅ                  Aqスポレスト 中学（1）15 28888
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女子  200m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

西山　　萌            ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ                 ＮＳＩ清和台 中学（2）1 28812

青野　鈴夏            ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ                イトマン神戸 中学（2）2 28815

西川　真央            ﾆｼｶﾜ ﾏｵ                 イトマン神戸 小学（6）3 28815

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               ＮＳＩ 中学（3）4 28840

宮前　幸奈            ﾐﾔﾏｴ ﾕｷﾅ                ＪＳＳ姫路 中学（3）5 28875

藤川ひまり            ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ               イトマン西神 中学（1）6 28880

板谷　紗瑛            ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                 Aqスポレスト 中学（2）7 28888

大野　麗奈            ｵｵﾉ ﾚﾅ                  Aqスポレスト 中学（1）8 28888
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女子  400m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

西山　　萌            ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ                 ＮＳＩ清和台 中学（2）1 28812

中嶌　楓花            ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ               ＮＳＩ 中学（3）2 28840

宮前　幸奈            ﾐﾔﾏｴ ﾕｷﾅ                ＪＳＳ姫路 中学（3）3 28875

坂口理彩子            ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ               Aqスポレスト 中学（2）4 28888
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女子  800m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

青野　鈴夏            ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ                イトマン神戸 中学（2）1 28815
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女子   50m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

阿部　花世            ｱﾍﾞ ﾊﾅﾖ                 ＪＳＳ三木 小学（5）1 28810

見浪　真美            ﾐﾅﾐ ﾏﾐ                  イトマン神戸 小学（5）2 28815

狩野　紗奈            ｶﾉｳ ｻﾅ                  イトマン神戸 小学（4）3 28815

松長　麻耶            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾔ                イトマン西宮 小学（4）4 28820

川崎　なな            ｶﾜｻｷ ﾅﾅ                 コナミ西宮 小学（6）5 28824

吉田　陽奈            ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ                 コナミ三田 小学（5）6 28860

水野　歩未            ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾐ                イトマン三田 小学（4）7 28874

伊藤　　育            ｲﾄｳ ﾊｸﾞﾐ                イトマン西神 小学（4）8 28880

石川　栞凪            ｲｼｶﾜ ｶﾝﾅ                イトマン西神 小学（4）9 28880

東山　心音            ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｺﾈ              マック武庫川 小学（4）10 28881

西海　穂泉            ﾆｼｳﾐ ﾎｽﾞﾐ               ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）11 28921
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女子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 塚口ＳＳ 中学（3）1 28805

見浪　真美            ﾐﾅﾐ ﾏﾐ                  イトマン神戸 小学（5）2 28815

中澤　　葵            ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ               イトマン神戸 中学（3）3 28815

山田ひかる            ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ                イトマン西宮 高校（3）4 28820

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 中学（1）5 28824

黒岩　徠夏            ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）6 28921
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女子  200m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

藤本　祥花            ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ               イトマン川西 中学（2）1 28801

中澤　　葵            ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ               イトマン神戸 中学（3）2 28815

蔦川　真優            ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ                ＳＵＮ加西 中学（2）3 28866

青木　海音            ｱｵｷ ﾐｵ                  イトマン西神 中学（2）4 28880
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女子   50m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

皆田　麻央            ﾐﾅﾀﾞ ﾏｵ                 ＮＳＩ清和台 小学（6）1 28812

寺本　咲来            ﾃﾗﾓﾄ ｻｷ                 Ｓ・パティオ 小学（6）2 28816

川崎　なな            ｶﾜｻｷ ﾅﾅ                 コナミ西宮 小学（6）3 28824

今井　陽花            ｲﾏｲ ﾊﾙｶ                 コナミ西宮 中学（1）4 28824

西尾　柚乃            ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ                ＮＳＩ 小学（5）5 28840

川村　咲葵            ｶﾜﾑﾗ ｻｷ                 こうでら 小学（6）6 28883
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女子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 中学（2）1 28805

皆田　麻央            ﾐﾅﾀﾞ ﾏｵ                 ＮＳＩ清和台 小学（6）2 28812

衛門　果穂            ｴﾓﾝ ｶﾎ                  イトマン西宮 中学（2）3 28820

北口沙央梨            ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ               コナミ西宮 高校（3）4 28824

井村　凪瀬            ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ                ＮＳＩ 中学（1）5 28840

高石友梨香            ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ                イトマン三田 中学（3）6 28874

阿部　　悠            ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                 Aqスポレスト 中学（2）7 28888
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女子  200m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

小坂田　愛            ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                塚口ＳＳ 中学（2）1 28805

衛門　果穂            ｴﾓﾝ ｶﾎ                  イトマン西宮 中学（2）2 28820

井村　凪瀬            ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ                ＮＳＩ 中学（1）3 28840

比良　来望            ﾋﾗ ｸﾙﾐ                  武庫之荘ＳＳ 中学（2）4 28870

高石友梨香            ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ                イトマン三田 中学（3）5 28874
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女子   50m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

大槻歩乃花            ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ                塚口ＳＳ 小学（5）1 28805

吉田　　凜            ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ                 イトマン神戸 中学（1）2 28815

北川　柚岐            ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ              ＮＳＩ西紀 小学（5）3 28817

福島　美月            ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾞｷ               ＮＳＩ西紀 小学（5）4 28817

日下　結奈            ｸｻｶ ﾕｲﾅ                 イトマン西宮 小学（6）5 28820

住田　乙姫            ｽﾐﾀﾞ ｲﾂｷ                ＳＵＮ加西 小学（4）6 28866

今林　小夏            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ              Aqスポレスト 小学（5）7 28888

村上　咲優            ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（1）8 28895

前原子々夏            ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）9 28921

森　　絆菜            ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ                 ｲﾄﾏﾝ西神戸 中学（1）10 28921

上田菜々葉            ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）11 28921
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女子  100m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

前田　夏風            ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                塚口ＳＳ 中学（2）1 28805

森田　美友            ﾓﾘﾀ ﾐﾕ                  イトマン神戸 中学（3）2 28815

日下　結奈            ｸｻｶ ﾕｲﾅ                 イトマン西宮 小学（6）3 28820

田村　柚穂            ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ                イトマン西宮 小学（5）4 28820

黒木　郁奈            ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ                姫路スポーツ 中学（2）5 28822

田村　朱里            ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ                 ＮＳＩ 中学（1）6 28840

庄司　彩花            ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ               コナミ三田 中学（2）7 28860

三原梨紗子            ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ                 コナミ三田 高校（1）8 28860

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ               コナミ三田 小学（5）9 28860

多鹿　左絵            ﾀｼﾞｶ ｻｴ                 ＪＳＳ大久保 中学（3）10 28869

村上　咲優            ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ                 ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 中学（1）11 28895

上田菜々葉            ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（6）12 28921
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女子  200m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

西河　輝峰            ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                 塚口ＳＳ 中学（3）1 28805

森田　美友            ﾓﾘﾀ ﾐﾕ                  イトマン神戸 中学（3）2 28815

黒木　郁奈            ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ                姫路スポーツ 中学（2）3 28822

湯口　百恵            ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ                ＮＳＩ 高校（2）4 28840

庄司　彩花            ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ               コナミ三田 中学（2）5 28860
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女子  200m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

黒木　優愛            ｸﾛｷ ﾕｳｱ                 イトマン川西 中学（2）1 28801

小川　桃香            ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ                塚口ＳＳ 高校（2）2 28805

高石　小夢            ﾀｶｲｼ ｺﾕﾒ                イトマン西宮 小学（4）3 28820

大賀　　葵            ｵｵｶﾞ ｱｵｲ                コナミ西宮 中学（3）4 28824

指方　心絆            ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ                コナミ西宮 小学（4）5 28824

酒井　柚奈            ｻｶｲ ﾕﾅ                  コナミ西宮 小学（4）6 28824

二杉　琉花            ﾆｽｷﾞ ﾙｶ                 コナミ三田 小学（3）7 28860

宮崎　渚沙            ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ              イトマン西神 中学（2）8 28880

今林　小夏            ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ              Aqスポレスト 小学（5）9 28888

前原子々夏            ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ                ｲﾄﾏﾝ西神戸 小学（4）10 28921
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女子  400m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第2回兵庫県JOチャレンジ夏季短水路記録会

蔦川　真優            ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ                ＳＵＮ加西 中学（2）1 28866

宮崎　渚沙            ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ              イトマン西神 中学（2）2 28880

30/30 ページ2019年7月16日 13:32:23


