
第4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

28507
氏名: カナ: 学校:No.:

市立尼崎高校
性別: 申込種目:

田中　駿介           ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ            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 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

出本　陽巳           ﾃﾞﾓﾄ ﾊﾙｼ             高校（2）3 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（2）4 男子 バタフライ  100m 15･16歳

阿部　真翼           ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ              高校（2）5 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（2）6 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

吉野　優平           ﾖｼﾉ ﾕｳﾍｲ             高校（2）7 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（2）8 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

縄井　健世           ﾅﾜｲ ｹﾝｾ              高校（1）9 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）10 男子 バタフライ  100m 15･16歳

袖野　椋可           ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ            高校（1）11 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）12 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

山田　海斗           ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ             高校（1）13 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

高校（1）14 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

八田　圭人           ﾊｯﾀ ｹｲﾄ              高校（1）15 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）16 男子 バタフライ  100m 15･16歳

吉岡亜矢都           ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ             高校（1）17 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）18 男子 バタフライ  100m 15･16歳

若松あさひ           ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ             高校（1）19 女子 平泳ぎ  100m 15･16歳

高校（1）20 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

28509
氏名: カナ: 学校:No.:

須磨翔風高校
性別: 申込種目:

山下　拓真           ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾏ             高校（2）1 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

宇佐美硬生           ｳｻﾐ ｺｳｷ              高校（2）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

米岡　敬真           ﾖﾈｵｶ ｹｲﾏ             高校（2）5 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）6 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

岡田　遥斗           ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ             高校（2）7 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）8 男子 自由形  100m 15･16歳

坂下　開渡           ｻｶｼﾀ ｶｲﾄ             高校（1）9 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）10 男子 自由形  100m 15･16歳

南光　陽菜           ﾅﾝｺｳ ﾋﾅ              高校（2）11 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）12 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

田中　琴美           ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ              高校（2）13 女子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）14 女子 平泳ぎ  100m 15･16歳

藤本　理子           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｺ             高校（2）15 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）16 女子 自由形  100m 15･16歳

中川依世奈           ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾖﾅ            高校（1）17 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）18 女子 自由形  100m 15･16歳
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28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別: 申込種目:

斉藤　　悠           ｻｲﾄｳ ﾕｳ              小学（4）1 男子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（4）2 男子 個人メドレー  200m 10歳

坂原　楓芽           ｻｶﾊﾗ ﾌｳｶﾞ            小学（4）3 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）4 男子 バタフライ   50m 10歳

下仲　祥太           ｼﾓﾅｶ ｼｮｳﾀ            小学（4）5 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）6 男子 バタフライ   50m 10歳

松村　悠晃           ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙﾋ             小学（3）7 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）8 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小物谷悠人           ｺﾓﾉﾔ ﾕｳﾄ             小学（2）9 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）10 男子 バタフライ   50m 8歳以下

西野　晴紀           ﾆｼﾉ ﾊﾙｷ              小学（2）11 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）12 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

福井恵利子           ﾌｸｲ ｴﾘｺ              小学（4）13 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）14 女子 バタフライ   50m 10歳

田中　　椛           ﾀﾅｶ ﾓﾐｼﾞ             小学（4）15 女子 バタフライ   50m 9歳以下

小学（4）16 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

藏谷　華穂           ｸﾗﾔ ｶﾎ               小学（3）17 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）18 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小物谷美孔           ｺﾓﾉﾔ ﾐｸ              小学（3）19 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）20 女子 バタフライ   50m 9歳以下

山野　心寧           ﾔﾏﾉ ｺｺﾈ              小学（3）21 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）22 女子 バタフライ   50m 9歳以下
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28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ
性別: 申込種目:

連田　颯真           ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ              小学（6）1 男子 背泳ぎ   50m 12歳

小学（6）2 男子 バタフライ   50m 12歳

今井　詠奏           ｲﾏｲ ｳﾀ               小学（6）3 男子 自由形  100m 12歳

小学（6）4 男子 背泳ぎ  100m 12歳

端　　凌志           ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ             小学（6）5 男子 バタフライ  100m 12歳

小学（6）6 男子 個人メドレー  200m 12歳

中川　陽喜           ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ            小学（6）7 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）8 男子 バタフライ   50m 11歳

朝山誠司郎           ｱｻﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ           小学（5）9 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）10 男子 自由形  100m 11歳

岡部　煌輝           ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ             小学（5）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）12 男子 個人メドレー  200m 11歳

吉田　　渉           ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ             小学（4）13 男子 自由形  100m 10歳

小学（4）14 男子 背泳ぎ  100m 10歳

谷口　遥希           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｷ            小学（4）15 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）16 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

児玉　英知           ｺﾀﾞﾏ ｴｲﾁ             小学（4）17 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）18 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

川口　虎鉄           ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ            小学（4）19 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）20 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

和田　悠希           ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ              小学（3）21 男子 自由形  100m 9歳以下

小学（3）22 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

荒本　稜太           ｱﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀ            小学（3）23 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）24 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

岩﨑　壱知           ｲﾜｻｷ ｲﾁ              小学（3）25 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）26 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

櫻井　　佑           ｻｸﾗｲ ﾕｳ              小学（3）27 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）28 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

鎌田朔太郎           ｶﾏﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ           小学（3）29 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）30 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小林　勇登           ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ            小学（3）31 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）32 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

増田　泰千           ﾏｽﾀﾞ ﾀｲﾁ             小学（2）33 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）34 男子 バタフライ   50m 8歳以下

冨永　一颯           ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｻ           小学（2）35 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）36 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

塩見　拓真           ｼｵﾐ ﾀｸﾏ              小学（2）37 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）38 男子 バタフライ   50m 8歳以下

原　　壮太           ﾊﾗ ｿｳﾀ               小学（2）39 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）40 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

西留　杏美           ﾆｼﾄﾞﾒ ｱﾝﾐ            小学（6）41 女子 バタフライ   50m 11歳

小学（6）42 女子 バタフライ  100m 11歳

荒本　結衣           ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ              小学（5）43 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）44 女子 個人メドレー  200m 11歳

山口　純怜           ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐﾚ            小学（5）45 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）46 女子 平泳ぎ   50m 11歳

皐月　　静           ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ             小学（5）47 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）48 女子 平泳ぎ  100m 11歳

諸角満里亜           ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ            小学（5）49 女子 自由形   50m 11歳
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諸角満里亜           ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ            小学（5）50 女子 背泳ぎ  100m 11歳

桜井　琴心           ｻｸﾗｲ ｺﾄﾐ             小学（5）51 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）52 女子 平泳ぎ  100m 10歳

大槻歩乃花           ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ             小学（5）53 女子 バタフライ   50m 10歳

小学（5）54 女子 バタフライ  100m 10歳

今井　奏亜           ｲﾏｲ ﾄｱ               小学（5）55 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）56 女子 個人メドレー  200m 10歳

辰己　爽和           ﾀﾂﾐ ｻﾜ               小学（4）57 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）58 女子 バタフライ   50m 10歳

南　　明里           ﾐﾅﾐ ｱｶﾘ              小学（4）59 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）60 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

廣瀬　純子           ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｺ            小学（4）61 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）62 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

伊藤　杏奈           ｲﾄｳ ｱﾝﾅ              小学（4）63 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）64 女子 バタフライ   50m 9歳以下

青野　来美           ｱｵﾉ ｸﾙﾐ              小学（4）65 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）66 女子 平泳ぎ  100m 9歳以下

藥師　萌雅           ﾔｸｼ ﾒｲｶ              小学（4）67 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）68 女子 バタフライ   50m 9歳以下

比嘉　杏佳           ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ              小学（4）69 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）70 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

玉村　沙月           ﾀﾏﾑﾗ ｻﾂｷ             小学（4）71 女子 自由形   50m 9歳以下

大﨑　奈穂           ｵｵｻｷ ﾅﾎ              小学（3）72 女子 自由形  100m 9歳以下

小学（3）73 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

大津輪紗弥           ｵｵﾂﾜ ｻﾔ              小学（3）74 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）75 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

小川明希恵           ｵｶﾞﾜ ｱｷｴ             小学（3）76 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）77 女子 バタフライ   50m 8歳以下

濱﨑　　藍           ﾊﾏｻﾞｷ ｱｲ             小学（2）78 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）79 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

曽根心々美           ｿﾈ ｺｺﾐ               小学（2）80 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）81 女子 バタフライ   50m 8歳以下

岡部　紗英           ｵｶﾍﾞ ｻｴ              小学（2）82 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）83 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

皐月　　光           ｻﾂｷ ﾋｶﾙ              小学（2）84 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）85 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

木村　英菜           ｷﾑﾗ ﾊﾝﾅ              小学（2）86 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）87 女子 バタフライ   50m 8歳以下

4/37 ページ2019年8月8日 7:36:48



第4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

28808
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎ＳＳ
性別: 申込種目:

佐野　新太           ｻﾉ ｱﾗﾀ               中学（3）1 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）2 男子 自由形  100m 14歳

佐野　佳輝           ｻﾉ ﾖｼｷ               中学（3）3 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）4 男子 自由形  100m 14歳

塗矢　航大           ﾇﾘﾔ ｺｳﾀﾞｲ            小学（6）5 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）6 男子 平泳ぎ   50m 12歳

伊與田　創           ｲﾖﾀ ｲﾂｼ              小学（6）7 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）8 男子 個人メドレー  200m 11歳

傳谷孝太郎           ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ          小学（6）9 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 11歳

町　穣之心           ﾏﾁ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ           小学（5）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）12 男子 自由形  100m 11歳

木下　兼輔           ｷﾉｼﾀ ｹﾝｽｹ            小学（5）13 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）14 男子 平泳ぎ  100m 10歳

竹若　遼晟           ﾀｹﾜｶ ﾄｵｾｲ            小学（4）15 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）16 男子 背泳ぎ   50m 10歳

大江誠志郎           ｵｵｴ ｾｲｼﾛｳ            小学（3）17 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）18 男子 バタフライ   50m 9歳以下

吉田　翔星           ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｾｲ           小学（3）19 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）20 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

中川　晃仁           ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾄ           小学（2）21 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）22 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

大園　珠菜           ｵｵｿﾞﾉ ｼﾞｭﾅ           高校（2）23 女子 バタフライ  100m 15･16歳

橋本奈々江           ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ             中学（3）24 女子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）25 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

瀬良　史桜           ｾﾗ ｼｵﾝ               中学（3）26 女子 自由形   50m 14歳

中学（3）27 女子 自由形  100m 14歳

岩本　帆夏           ｲﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ             中学（2）28 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）29 女子 自由形  100m 14歳

飛鷹　美来           ﾋﾀﾞｶ ﾐﾗｲ             中学（1）30 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）31 女子 個人メドレー  200m 12歳

吉田　菖乃           ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ             小学（5）32 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）33 女子 個人メドレー  200m 10歳

中寺真衣子           ﾅｶﾃﾞﾗ ﾏｲｺ            小学（4）34 女子 自由形  100m 10歳

小学（4）35 女子 バタフライ   50m 10歳

大津　彩葉           ｵｵﾂ ｲﾛﾊ              小学（4）36 女子 背泳ぎ  100m 9歳以下

小学（4）37 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

園山　星菜           ｿﾉﾔﾏ ｾｲﾅ             小学（4）38 女子 バタフライ   50m 9歳以下

小学（4）39 女子 バタフライ  100m 9歳以下
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28813
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ甲南山手
性別: 申込種目:

小寺　海輝           ｺﾃﾗ ｶｲｷ              中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16歳

加藤　航太           ｶﾄｳ ｺｳﾀ              小学（6）3 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）4 男子 自由形  100m 11歳

上島陽奈代           ｳｴｼﾏ ﾋﾅﾖ             中学（1）5 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）6 女子 自由形  100m 13歳

大井　瑚夏           ｵｵｲ ｺﾅﾂ              中学（1）7 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）8 女子 個人メドレー  200m 13歳

植木　亜美           ｳｴｷ ｱﾐ               中学（1）9 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）10 女子 自由形  100m 12歳

足立　　奏           ｱﾀﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ            小学（3）11 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）12 女子 バタフライ   50m 9歳以下

加藤　心彩           ｶﾄｳ ｺｺｱ              小学（3）13 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）14 女子 バタフライ   50m 8歳以下
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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（6）1 男子 背泳ぎ  100m 12歳

小学（6）2 男子 個人メドレー  200m 12歳

小枝　遼平           ｺｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ           小学（6）3 男子 背泳ぎ  100m 12歳

小学（6）4 男子 バタフライ  100m 12歳

松岡　颯人           ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ             小学（6）5 男子 バタフライ  100m 12歳

小学（6）6 男子 個人メドレー  200m 12歳

福本　脩哉           ﾌｸﾓﾄ ｼｭｳﾔ            小学（6）7 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）8 男子 バタフライ  100m 11歳

森本　夏生           ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ             小学（5）9 男子 自由形  100m 11歳

小学（5）10 男子 個人メドレー  200m 11歳

宇野　一真           ｳﾉ ｶｽﾞﾏ              小学（5）11 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）12 男子 平泳ぎ  100m 11歳

上阪　　潤           ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ            小学（5）13 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）14 男子 個人メドレー  200m 10歳

橋詰　陽汰           ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ            小学（5）15 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 10歳

大内　海輝           ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ            小学（4）17 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）18 男子 バタフライ   50m 9歳以下

長原　一颯           ﾅｶﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ           小学（3）19 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）20 男子 バタフライ   50m 9歳以下

外薗　大和           ﾎｶｿﾞﾉ ﾔﾏﾄ            小学（3）21 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）22 男子 バタフライ   50m 8歳以下

濱口　　敬           ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲ             小学（3）23 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）24 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

桶本　大煌           ｵｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ            小学（2）25 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）26 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

原田　夏響           ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ             小学（2）27 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）28 男子 バタフライ   50m 8歳以下

大内　昊河           ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ            小学（2）29 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）30 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

家氏　陽大           ｲｴｳｼﾞ ﾊﾙﾋﾛ           小学（1）31 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）32 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

東　　　歩           ｱｽﾞﾏ ｱﾕﾐ             小学（5）33 女子 背泳ぎ  100m 11歳

小学（5）34 女子 平泳ぎ  100m 11歳

大島江理花           ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ             小学（5）35 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）36 女子 バタフライ   50m 10歳

川野　夢桃           ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ              小学（5）37 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）38 女子 平泳ぎ   50m 10歳

柴本　桃花           ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ            小学（4）39 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）40 女子 個人メドレー  200m 10歳

安田　琉月           ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ              小学（4）41 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）42 女子 背泳ぎ   50m 10歳

井澤　千明           ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ             小学（4）43 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）44 女子 バタフライ   50m 10歳

戸田菜々美           ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ              小学（4）45 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）46 女子 バタフライ   50m 9歳以下

福本　眞央           ﾌｸﾓﾄ ﾏﾋﾛ             小学（4）47 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）48 女子 バタフライ   50m 9歳以下

上阪　　萌           ｳｴｻｶ ﾓｴ              小学（3）49 女子 バタフライ   50m 8歳以下

7/37 ページ2019年8月8日 7:36:49



第4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
上阪　　萌           ｳｴｻｶ ﾓｴ              小学（3）50 女子 個人メドレー  200m 8歳以下

河本　紗良           ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ              小学（3）51 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）52 女子 バタフライ   50m 8歳以下

井澤　明里           ｲｻﾞﾜ ｱｶﾘ             小学（2）53 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）54 女子 バタフライ   50m 8歳以下

大野　莉音           ｵｵﾉ ﾘｵﾝ              小学（2）55 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）56 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

河本　莉桜           ｶﾜﾓﾄ ﾘｵ              小学（1）57 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）58 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別: 申込種目:

日浦　悠人           ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ              高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）2 男子 自由形  100m 15･16歳

吉野　倖平           ﾖｼﾉ ｺｳﾍｲ             中学（2）3 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）4 男子 自由形  100m 13歳

牛戸日向汰           ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ             小学（5）5 男子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（5）6 男子 個人メドレー  200m 11歳

宮本　周侑           ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｽｹ           小学（3）7 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）8 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

尾﨑　勇飛           ｵｻﾞｷ ﾕｳﾋ             小学（3）9 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）10 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

北　　直音           ｷﾀ ﾅｵﾄ               小学（3）11 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）12 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

林　　暖真           ﾊﾔｼ ﾊﾙﾏ              小学（3）13 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）14 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

山城　琉生           ﾔﾏｼﾛ ﾙｲ              小学（3）15 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）16 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

大野　　快           ｵｵﾉ ｶｲ               小学（2）17 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）18 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

坂口　大知           ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ            小学（2）19 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）20 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

土岐　脩雅           ﾄｷ ｼｭｳｶﾞ             小学（2）21 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）22 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

石川　　颯           ｲｼｶﾜ ｿｳ              小学（2）23 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）24 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

濱口　雄飛           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ            小学（2）25 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）26 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

杉原　叶真           ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｳﾏ            小学（1）27 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）28 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

久内　貞治           ﾋｻｳﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ          小学（1）29 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）30 男子 バタフライ   50m 8歳以下

力石　琉聖           ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ           小学（1）31 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）32 男子 バタフライ   50m 8歳以下

白尾　裕介           ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ             小学（1）33 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）34 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

黒佐なつみ           ｸﾛｻ ﾅﾂﾐ              中学（2）35 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）36 女子 自由形  100m 14歳

森田　彩乃           ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ              中学（2）37 女子 平泳ぎ  100m 14歳

中田　　海           ﾅｶﾀ ｳﾐ               中学（2）38 女子 バタフライ   50m 13歳

中学（2）39 女子 バタフライ  100m 13歳

吉田　　凜           ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ              中学（1）40 女子 バタフライ   50m 12歳

中学（1）41 女子 バタフライ  100m 12歳

石躍　佐和           ｲｼｵﾄﾞﾘ ｻﾜ            小学（6）42 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）43 女子 個人メドレー  200m 12歳

岡本　真緒           ｵｶﾓﾄ ﾏｵ              小学（6）44 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）45 女子 バタフライ   50m 12歳

中田　小雪           ﾅｶﾀ ｺﾕｷ              小学（6）46 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（6）47 女子 バタフライ   50m 11歳

齊藤　結菜           ｻｲﾄｳ ﾕﾅ              小学（5）48 女子 背泳ぎ  100m 11歳

小学（5）49 女子 平泳ぎ  100m 11歳
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坂口　倫菜           ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾅ             小学（5）50 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）51 女子 個人メドレー  200m 10歳

江口　陽菜           ｴｸﾞﾁ ﾋﾅ              小学（5）52 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）53 女子 バタフライ   50m 10歳

荒西　真有           ｱﾗﾆｼ ﾏﾕ              小学（4）54 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）55 女子 背泳ぎ   50m 10歳

廣田　七海           ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ              小学（4）56 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）57 女子 平泳ぎ   50m 10歳

野村　芽生           ﾉﾑﾗ ﾒｲ               小学（4）58 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）59 女子 自由形  100m 10歳

有田　真歩           ｱﾘﾀ ﾏﾎ               小学（4）60 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）61 女子 バタフライ   50m 9歳以下

藤井　咲羽           ﾌｼﾞｲ ｻﾜ              小学（4）62 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）63 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

狩野　紗奈           ｶﾉｳ ｻﾅ               小学（4）64 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）65 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

尾関　葵衣           ｵｾﾞｷ ｱｵｲ             小学（3）66 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）67 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

村田　未紗           ﾑﾗﾀ ﾐｻ               小学（3）68 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）69 女子 バタフライ   50m 9歳以下

副島　一蕗           ｿｴｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ           小学（3）70 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）71 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

竹原千紗葵           ﾀｹﾊﾗ ﾁｻｷ             小学（3）72 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）73 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

見浪　　愛           ﾐﾅﾐ ｱｲ               小学（3）74 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）75 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

奥田　絹華           ｵｸﾀﾞ ｷﾇｶ             小学（3）76 女子 自由形   50m 8歳以下

寺本莉佳子           ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ             小学（2）77 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）78 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

村川　愛美           ﾑﾗｶﾜ ﾏﾅﾐ             小学（2）79 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）80 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

佐藤まあり           ｻﾄｳ ﾏｱﾘ              小学（2）81 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）82 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

井本　奈那           ｲﾓﾄ ﾅﾅ               小学（2）83 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）84 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

野口　結奈           ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ              小学（2）85 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）86 女子 バタフライ   50m 8歳以下

藤川　愛菜           ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾅ             小学（2）87 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）88 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

尾関　明咲           ｵｾﾞｷ ｱｻｷﾞ            小学（2）89 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）90 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

園部　咲希           ｿﾉﾍﾞ ｻｷ              小学（1）91 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）92 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

村田　彩心           ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ              小学（1）93 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）94 女子 バタフライ   50m 8歳以下

古賀　月菜           ｺｶﾞ ﾙﾅ               小学（1）95 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）96 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

山城　杏未           ﾔﾏｼﾛ ｱﾐ              小学（1）97 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）98 女子 バタフライ   50m 8歳以下
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28816
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｓ・パティオ
性別: 申込種目:

長谷川　漣           ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ             小学（6）1 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）2 男子 自由形  100m 12歳

梶村　純平           ｶｼﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ        小学（6）3 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）4 男子 自由形  100m 11歳

追立　楓人           ｵｲﾀﾃ ﾌｳﾄ             小学（6）5 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）6 男子 自由形  100m 11歳

寺師　暖人           ﾃﾗｼ ﾊﾙﾄ              小学（6）7 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）8 男子 個人メドレー  200m 11歳

堀口琉一朗           ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ        小学（5）9 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）10 男子 バタフライ   50m 11歳

森　　一輝           ﾓﾘ ｶｽﾞｷ              小学（5）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）12 男子 バタフライ   50m 11歳

福井承太郎           ﾌｸｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ          小学（5）13 男子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）14 男子 背泳ぎ  100m 10歳

澤谷　歩汰           ｻﾜﾀﾆ ｱﾕﾀ             小学（4）15 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）16 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

江﨑　遥太           ｴｻﾞｷ ﾊﾙﾀ             小学（3）17 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）18 男子 バタフライ   50m 9歳以下

織戸　大輝           ｵﾘﾄ ﾀﾞｲｷ             小学（2）19 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）20 男子 バタフライ   50m 8歳以下

村上　奏夢           ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾒ             中学（1）21 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）22 女子 バタフライ   50m 13歳

井村　珠樹           ｲﾑﾗ ﾀﾏｷ              中学（1）23 女子 平泳ぎ   50m 13歳

中学（1）24 女子 平泳ぎ  100m 13歳

川口　琴音           ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾄﾈ            中学（1）25 女子 背泳ぎ   50m 12歳

中学（1）26 女子 背泳ぎ  100m 12歳

夫津木彩乃           ﾌﾂｷ ｱﾔﾉ              中学（1）27 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）28 女子 背泳ぎ  100m 12歳

久木迫美空           ｸｷｻｺ ﾐｸ              中学（1）29 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）30 女子 自由形  100m 12歳

松尾　璃子           ﾏﾂｵ ﾘｺ               中学（1）31 女子 背泳ぎ   50m 12歳

柳本　栞那           ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｶﾝﾅ           小学（6）32 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）33 女子 自由形  100m 12歳

佐藤　璃青           ｻﾄｳ ﾘｵ               小学（6）34 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）35 女子 自由形  100m 12歳

林　　結萌           ﾊﾔｼ ﾕﾒ               小学（5）36 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）37 女子 自由形  100m 11歳

中野　寧々           ﾅｶﾉ ﾈﾈ               小学（5）38 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）39 女子 自由形  100m 11歳

樫原　来実           ｶｼﾊﾗ ｸﾙﾐ             小学（5）40 女子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（5）41 女子 平泳ぎ  100m 10歳

川口　羽音           ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾉﾝ            小学（5）42 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）43 女子 個人メドレー  200m 10歳

浦川　夏歩           ｳﾗｶﾜ ｶﾎ              小学（3）44 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）45 女子 バタフライ   50m 8歳以下

川崎　柚季           ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞｷ            小学（3）46 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）47 女子 バタフライ   50m 8歳以下

森岡　晃子           ﾓﾘｵｶ ｱｷｺ             小学（3）48 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）49 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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加藤　彩理           ｶﾄｳ ｲｵﾘ              小学（2）50 女子 バタフライ   50m 8歳以下

小学（2）51 女子 バタフライ  100m 8歳以下

森　　花穂           ﾓﾘ ｶﾎ                小学（2）52 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）53 女子 バタフライ   50m 8歳以下

28819
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ明石
性別: 申込種目:

田中　陽翔           ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ              中学（2）1 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）2 男子 自由形  100m 13歳

北村　杏純           ｷﾀﾑﾗ ｱｽﾞﾐ            中学（2）3 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）4 女子 自由形  100m 14歳

伊藤來瑠美           ｲﾄｳ ｸﾙﾐ              小学（6）5 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）6 女子 自由形  100m 11歳

寺本果英奈           ﾃﾗﾓﾄ ｶｴﾅ             小学（6）7 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）8 女子 自由形  100m 11歳

北村　優芽           ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ              小学（6）9 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）10 女子 自由形  100m 11歳

伊藤　倖來           ｲﾄｳ ﾕｷﾅ              小学（4）11 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）12 女子 バタフライ   50m 9歳以下

山野　清花           ﾔﾏﾉ ｻﾔｶ              小学（3）13 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）14 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

12/37 ページ2019年8月8日 7:36:49



第4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

28826
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩパール
性別: 申込種目:

桝田　恭成           ﾏｽﾀ ﾔｽﾅﾘ             中学（2）1 男子 自由形  100m 14歳

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 14歳

喜田　雄大           ｷﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ            中学（2）3 男子 背泳ぎ  100m 13歳

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 13歳

宇都宮陸渡           ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾄ            中学（1）5 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）6 男子 個人メドレー  200m 12歳

上枝　寛士           ｳｴｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ           中学（1）7 男子 背泳ぎ  100m 12歳

中学（1）8 男子 個人メドレー  200m 12歳

鵜野　晃大           ｳﾉ ｺｳﾀ               中学（1）9 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）10 男子 個人メドレー  200m 12歳

勝部　　悠           ｶﾂﾍﾞ ﾕｳ              小学（6）11 男子 平泳ぎ  100m 12歳

小学（6）12 男子 バタフライ   50m 12歳

久保　宏騎           ｸﾎﾞ ｺｳｷ              小学（6）13 男子 自由形  100m 12歳

小学（6）14 男子 個人メドレー  200m 12歳

宇都宮稿碧           ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｵ             小学（5）15 男子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 10歳

三澤　明志           ﾐｻﾜ ｱｶｼ              小学（5）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）18 男子 平泳ぎ   50m 10歳

鵜野　颯輝           ｳﾉ ｻﾂｷ               小学（4）19 男子 自由形  100m 10歳

小学（4）20 男子 背泳ぎ  100m 10歳

吉田　祥次           ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ           小学（4）21 男子 平泳ぎ  100m 9歳以下

小学（4）22 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

金子　晏久           ｶﾈｺ ﾊﾙﾋｻ             小学（3）23 男子 自由形   50m 9歳以下

森光　海吏           ﾓﾘﾐﾂ ｶｲﾘ             小学（3）24 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）25 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

原田　波琉           ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙ              小学（2）26 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）27 男子 バタフライ   50m 8歳以下

金子　紗弓           ｶﾈｺ ｻﾕﾐ              中学（1）28 女子 バタフライ  100m 12歳

中学（1）29 女子 個人メドレー  200m 12歳

桂　　羽音           ｶﾂﾗ ﾊﾉﾝ              小学（6）30 女子 平泳ぎ  100m 12歳

小学（6）31 女子 個人メドレー  200m 12歳

番地　優月           ﾊﾞﾝﾁ ﾕﾂﾞｷ            小学（5）32 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）33 女子 個人メドレー  200m 11歳

島　　芽衣           ｼﾏ ﾒｲ                小学（5）34 女子 自由形  100m 11歳

小学（5）35 女子 バタフライ   50m 11歳

國森　好奏           ｸﾆﾓﾘ ｺﾉｶ             小学（5）36 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）37 女子 平泳ぎ   50m 10歳

久保　陽子           ｸﾎﾞ ﾖｳｺ              小学（4）38 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）39 女子 個人メドレー  200m 10歳

勝部　　凛           ｶﾂﾍﾞ ﾘﾝ              小学（4）40 女子 バタフライ  100m 10歳

小学（4）41 女子 個人メドレー  200m 10歳

大山　夢羽           ｵｵﾔﾏ ﾑｳ              小学（4）42 女子 バタフライ  100m 9歳以下

小学（4）43 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

上枝　かえ           ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ             小学（4）44 女子 背泳ぎ  100m 9歳以下

小学（4）45 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

菊地　陽菜           ｷｸﾁ ﾋﾅ               小学（2）46 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）47 女子 バタフライ   50m 8歳以下

中村　仁菜           ﾅｶﾑﾗ ﾆｲﾅ             小学（2）48 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）49 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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28828
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ本山
性別: 申込種目:

濱口　怜央           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｵ             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

山根康太郎           ﾔﾏﾈ ｺｳﾀﾛｳ            高校（2）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

田中真之介           ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ            中学（3）4 男子 自由形   50m 15･16歳

清水　大輔           ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ           中学（2）5 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）6 男子 自由形  100m 14歳

永野　天我           ﾅｶﾞﾉ ﾃﾝｶﾞ            中学（1）7 男子 自由形   50m 13歳

山本　大智           ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ            中学（1）8 男子 自由形  100m 13歳

中学（1）9 男子 個人メドレー  200m 13歳

知念　　翼           ﾁﾈﾝ ﾂﾊﾞｻ             中学（1）10 男子 バタフライ  100m 12歳

中江　隆仁           ﾅｶｴ ﾀｶﾋﾄ             小学（6）11 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）12 男子 自由形  100m 12歳

山本　唯勝           ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｶﾂ           小学（4）13 男子 自由形  100m 10歳

小学（4）14 男子 個人メドレー  200m 10歳

石金　正大           ｲｼｶﾈ ｼｮｳﾀﾞｲ          小学（4）15 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）16 男子 自由形  100m 9歳以下

竹内　悠翔           ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ             小学（3）17 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）18 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

本田　優希           ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ             小学（3）19 男子 自由形  100m 9歳以下

小学（3）20 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

中江　隆介           ﾅｶｴ ﾘｭｳｽｹ            小学（3）21 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）22 男子 自由形  100m 8歳以下

市野　　陸           ｲﾁﾉ ﾘｸ               小学（3）23 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）24 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

知念　陸斗           ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ              小学（2）25 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）26 男子 自由形  100m 8歳以下

西口　侑希           ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ            小学（2）27 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）28 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

武田菜々美           ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ             中学（3）29 女子 平泳ぎ  100m 15･16歳

原田　七海           ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ             中学（3）30 女子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）31 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

石金和花菜           ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ             中学（3）32 女子 バタフライ   50m 15･16歳

松田　沙希           ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ              中学（3）33 女子 自由形  100m 14歳

山元　悠郁           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ             中学（2）34 女子 自由形  100m 14歳

中学（2）35 女子 背泳ぎ  100m 14歳

松本　涼音           ﾏﾂﾓﾄ ｽｽﾞﾈ            中学（2）36 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）37 女子 自由形  100m 14歳

田中　　凜           ﾀﾅｶ ﾘﾝ               中学（1）38 女子 平泳ぎ  100m 12歳

永野聖里愛           ﾅｶﾞﾉ ｾﾘｱ             小学（6）39 女子 自由形   50m 12歳

中林　愛子           ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ           小学（6）40 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）41 女子 バタフライ   50m 11歳

小阪　愛生           ｺｻｶ ﾅﾙﾐ              小学（5）42 女子 平泳ぎ  100m 11歳

小学（5）43 女子 個人メドレー  200m 11歳

梶川　智沙           ｶｼﾞｶﾜ ﾁｻ             小学（5）44 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）45 女子 自由形  100m 10歳

清水　　絢           ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ            小学（4）46 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）47 女子 バタフライ   50m 10歳

髙橋あおい           ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ             小学（4）48 女子 平泳ぎ  100m 10歳

小学（4）49 女子 個人メドレー  200m 10歳
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浅田　結子           ｱｻﾀﾞ ﾕｲｺ             小学（3）50 女子 自由形  100m 9歳以下

小学（3）51 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

堀口　水優           ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐﾕ             小学（3）52 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）53 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

濱野　璃都           ﾊﾏﾉ ﾘﾄ               小学（3）54 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）55 女子 バタフライ   50m 8歳以下

西口　　和           ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ           小学（2）56 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）57 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下
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28835
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ神戸
性別: 申込種目:

青木　浩亮           ｱｵｷ ｺｳｽｹ             小学（6）1 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）2 男子 自由形  100m 12歳

田中　裕大           ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ            小学（6）3 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）4 男子 バタフライ   50m 12歳

有野　耀一           ｱﾘﾉ ﾖｳｲﾁ             小学（6）5 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）6 男子 平泳ぎ  100m 11歳

久下禮次郎           ｸｹﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ           小学（5）7 男子 自由形   50m 11歳

加々見恒輝           ｶｶﾞﾐ ｺｳｷ             小学（5）8 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）9 男子 バタフライ   50m 10歳

北村　鷲也           ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ            小学（5）10 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）11 男子 自由形  100m 10歳

曽我　陽虎           ｿｶﾞ ﾊﾙﾄﾗ             小学（4）12 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）13 男子 バタフライ   50m 10歳

小川　瑞貴           ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ            小学（4）14 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）15 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

大橋　陵牙           ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｶﾞ           小学（4）16 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）17 男子 バタフライ   50m 9歳以下

秋山優太郎           ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ           小学（4）18 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）19 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

川口　源喜           ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ           小学（4）20 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）21 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

安田　雄飛           ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾋ             小学（4）22 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）23 男子 自由形  100m 9歳以下

塩井　琥大           ｼｵｲ ｺﾀ               小学（3）24 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）25 男子 自由形  100m 9歳以下

渡邊　智哉           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ            小学（3）26 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）27 男子 バタフライ   50m 9歳以下

藤原　将人           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ            小学（1）28 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（1）29 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

高橋　美羽           ﾀｶﾊｼ ﾐｳ              中学（3）30 女子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）31 女子 バタフライ   50m 15･16歳

明石　　鈴           ｱｶｼ ﾘﾝ               中学（2）32 女子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）33 女子 バタフライ   50m 13歳

前田　望海           ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ            小学（6）34 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）35 女子 背泳ぎ   50m 11歳

明石　凜真           ｱｶｼ ﾘﾏ               小学（6）36 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）37 女子 背泳ぎ  100m 11歳

大園　陽詩           ｵｵｿﾞﾉ ﾋﾅﾀ            小学（5）38 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）39 女子 自由形  100m 11歳

黒田　結衣           ｸﾛﾀﾞ ﾕｲ              小学（5）40 女子 平泳ぎ   50m 10歳

伊藤　瑞穂           ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ             小学（4）41 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）42 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

有野　　誉           ｱﾘﾉ ﾎﾉｶ              小学（4）43 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）44 女子 バタフライ   50m 9歳以下

川崎　瑞季           ｶﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ            小学（4）45 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）46 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

板東ゆあな           ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｱﾅ           小学（3）47 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）48 女子 バタフライ   50m 9歳以下

橋本　聖輝           ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗ              小学（3）49 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下
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橋本　聖輝           ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗ              小学（3）50 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

水野　珠亜           ﾐｽﾞﾉ ｼﾞｭｱ            小学（3）51 女子 自由形   50m 9歳以下

安田　　新           ﾔｽﾀﾞ ｱﾗﾀ             小学（2）52 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）53 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

28837
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＡ六甲道
性別: 申込種目:

熊木　　優           ｸﾏｷ ﾕｳ               中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16歳

高島　圭佑           ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ            中学（1）2 男子 自由形  100m 13歳

中学（1）3 男子 個人メドレー  200m 13歳

後藤　佑進           ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾝ            中学（1）4 男子 自由形  100m 13歳

中学（1）5 男子 個人メドレー  200m 13歳

山澤　力樹           ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ             中学（1）6 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）7 男子 バタフライ  100m 12歳

難波　祐真           ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾏ             小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）9 男子 平泳ぎ  100m 11歳

山澤　空竜           ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ           小学（4）10 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）11 男子 個人メドレー  200m 10歳

安藤　優汰           ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ            小学（4）12 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）13 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

錦織　郁斗           ﾆｼｺｵﾘ ｲｸﾄ            小学（3）14 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）15 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

南里こころ           ﾅﾝﾘ ｺｺﾛ              中学（2）16 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）17 女子 自由形  100m 14歳

宮内　葉月           ﾐﾔｳﾁ ﾊﾂﾞｷ            中学（2）18 女子 自由形  100m 13歳

中学（2）19 女子 個人メドレー  200m 13歳

石川　芽依           ｲｼｶﾜ ﾒｲ              中学（1）20 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）21 女子 個人メドレー  200m 13歳

安藤　詩歩           ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾎ             中学（1）22 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）23 女子 個人メドレー  200m 13歳

井川ユキノ           ｲｶﾜ ﾕｷﾉ              小学（5）24 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）25 女子 個人メドレー  200m 10歳

福永　愛花           ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ            小学（4）26 女子 自由形  100m 10歳

小学（4）27 女子 個人メドレー  200m 10歳

宮内　乙葉           ﾐﾔｳﾁ ｵﾄﾊ             小学（4）28 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）29 女子 個人メドレー  200m 10歳

尾川日奈子           ｵｶﾞﾜ ﾋﾅｺ             小学（4）30 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）31 女子 バタフライ   50m 10歳

28845
氏名: カナ: 学校:No.:

西脇天神池
性別: 申込種目:

林　　陵大           ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ             小学（5）1 男子 自由形  100m 11歳

小学（5）2 男子 個人メドレー  200m 11歳

桑田　悠成           ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ             小学（5）3 男子 背泳ぎ  100m 10歳

小学（5）4 男子 個人メドレー  200m 10歳

橋根　嵩尚           ﾊｼﾈ ﾀｶﾋｻ             小学（4）5 男子 自由形   50m 9歳以下

長谷川徠稀           ﾊｾｶﾞﾜ ﾗｲｷ            小学（2）6 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）7 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

穂満　史帆           ﾎﾏﾝ ｼﾎ               小学（4）8 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）9 女子 平泳ぎ   50m 10歳
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28847
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ
性別: 申込種目:

岩尾　正貴           ｲﾜｵ ｼｮｳｷ             中学（3）1 男子 バタフライ   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 バタフライ  100m 15･16歳

大貫　楓馬           ｵｵﾇｷ ﾌｳﾏ             中学（3）3 男子 背泳ぎ   50m 15･16歳

中学（3）4 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

大石　優輝           ｵｵｲｼ ﾕｳｷ             中学（3）5 男子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）6 男子 バタフライ  100m 15･16歳

木村　多聞           ｷﾑﾗ ﾀﾓﾝ              中学（1）7 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）8 男子 背泳ぎ   50m 13歳

宮前　紫音           ﾐﾔﾏｴ ｼｵﾝ             中学（1）9 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）10 男子 自由形  100m 13歳

小篠　凌汰           ｺｼﾉ ﾘｮｳﾀ             中学（1）11 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）12 男子 バタフライ   50m 12歳

木村　緑葉           ｷﾑﾗ ﾛｸﾊ              小学（4）13 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）14 男子 背泳ぎ   50m 10歳

武中　　聖           ﾀｹﾅｶ ｼｮｳ             小学（4）15 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）16 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

野﨑　志帆           ﾉｻﾞｷ ｼﾎ              中学（3）17 女子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）18 女子 自由形  100m 15･16歳

山本　星那           ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ              中学（3）19 女子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）20 女子 背泳ぎ   50m 15･16歳

大貫　美音           ｵｵﾇｷ ﾐｵ              中学（3）21 女子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）22 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

松見　優芽           ﾏﾂﾐ ﾕﾒ               中学（2）23 女子 自由形  100m 14歳

中学（2）24 女子 バタフライ   50m 14歳

小林　亜実           ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ             中学（2）25 女子 バタフライ   50m 14歳

桑山　木実           ｸﾜﾔﾏ ｺﾉﾐ             中学（2）26 女子 自由形  100m 14歳

小橋穂乃香           ｺﾊﾞｼ ﾎﾉｶ             中学（2）27 女子 バタフライ   50m 13歳

田中　和奏           ﾀﾅｶ ﾜｶﾅ              中学（2）28 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）29 女子 背泳ぎ   50m 13歳

浅川穂乃佳           ｱｻｶﾜ ﾎﾉｶ             小学（6）30 女子 自由形  100m 11歳

小学（6）31 女子 バタフライ   50m 11歳

浅川梓緒里           ｱｻｶﾜ ｼｵﾘ             小学（4）32 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）33 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

日野田波那           ﾋﾉﾀﾞ ﾊﾅ              小学（4）34 女子 自由形   50m 9歳以下

中西　優衣           ﾅｶﾆｼ ﾕｲ              小学（3）35 女子 背泳ぎ  100m 9歳以下

小学（3）36 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

坂田みゆき           ｻｶﾀ ﾐﾕｷ              小学（3）37 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）38 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

久保　結和           ｸﾎﾞ ﾕｳｶ              小学（2）39 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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28848
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ姫路
性別: 申込種目:

衣笠　弘晃           ｷﾇｶﾞｻ ﾋﾛｱｷ           小学（5）1 男子 自由形  100m 11歳

小学（5）2 男子 バタフライ   50m 11歳

和田　周我           ﾜﾀﾞ ｼｭｳｶﾞ            小学（5）3 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）4 男子 自由形  100m 10歳

蛭子　翔馬           ｴﾋﾞｽ ｼｮｳﾏ            小学（5）5 男子 背泳ぎ  100m 10歳

小学（5）6 男子 個人メドレー  200m 10歳

岡部　斡弥           ｵｶﾍﾞ ｱﾂﾔ             小学（4）7 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）8 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

前田　航佑           ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ            小学（3）9 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）10 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

蛭子　瑛人           ｴﾋﾞｽ ｴｲﾄ             小学（3）11 男子 自由形   50m 8歳以下

西村　翔眞           ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ            小学（2）12 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）13 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

種　　知里           ﾀﾈ ﾁｻﾄ               小学（6）14 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）15 女子 バタフライ   50m 11歳

久保　りこ           ｸﾎﾞ ﾘｺ               小学（5）16 女子 自由形  100m 11歳

小学（5）17 女子 平泳ぎ   50m 11歳

上林亜依花           ｳｴﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ           小学（5）18 女子 背泳ぎ  100m 10歳

小学（5）19 女子 バタフライ   50m 10歳

冨士原梨音楽         ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｵﾗ            小学（5）20 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）21 女子 背泳ぎ  100m 10歳

藤井　咲希           ﾌｼﾞｲ ｻｷ              小学（4）22 女子 自由形   50m 10歳

福田彩小花           ﾌｸﾀﾞ ｱｻｶ             小学（4）23 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）24 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

井上ふゆな           ｲﾉｳｴ ﾌﾕﾅ             小学（4）25 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）26 女子 バタフライ   50m 9歳以下

永島田心遥           ﾅｶﾞｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ          小学（3）27 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

大成　和花           ﾀﾞｲﾅﾘ ﾜｶ             小学（3）28 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）29 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

宮田くるみ           ﾐﾔﾀ ｸﾙﾐ              小学（3）30 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）31 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小坂　杏珠           ｺｻｶ ｱﾝｼﾞｭ            小学（3）32 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）33 女子 バタフライ   50m 8歳以下

八木あかり           ﾔｷﾞ ｱｶﾘ              小学（2）34 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）35 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

28856
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ六甲道
性別: 申込種目:

森若幹太朗           ﾓﾘﾜｶ ｶﾝﾀﾛｳ           小学（6）1 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）2 男子 背泳ぎ   50m 12歳

森若奏二朗           ﾓﾘﾜｶ ｿｳｼﾞﾛｳ          小学（3）3 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）4 男子 自由形  100m 9歳以下

大田　遙香           ｵｵﾀ ﾊﾙｶ              中学（1）5 女子 平泳ぎ  100m 13歳

図師　彩音           ｽﾞｼ ｱﾔﾈ              中学（1）6 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）7 女子 自由形  100m 12歳

西本　百花           ﾆｼﾓﾄ ﾓﾓｶ             小学（6）8 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）9 女子 自由形  100m 12歳

高田　愛梨           ﾀｶﾀ ｱｲﾘ              小学（4）10 女子 自由形   50m 10歳
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28857
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ神鉄
性別: 申込種目:

陶山　翔輝           ｽﾔﾏ ｼｮｳｷ             中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

金田　怜大           ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳﾀ            中学（3）3 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

中学（3）4 男子 バタフライ  100m 15･16歳

尾崎　晃生           ｵｻﾞｷ ｺｳｾｲ            中学（3）5 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）6 男子 自由形  100m 14歳

町　　拓和           ﾏﾁ ﾋﾛﾄ               中学（3）7 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）8 男子 背泳ぎ  100m 14歳

尾上　充輝           ｵﾉｳｴ ﾐﾂｷ             中学（3）9 男子 自由形  100m 14歳

藤田　慎吾           ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｺﾞ            中学（3）10 男子 背泳ぎ   50m 14歳

中学（3）11 男子 背泳ぎ  100m 14歳

長縄　健太           ﾅｶﾞﾅﾜ ｹﾝﾀ            中学（1）12 男子 バタフライ  100m 13歳

中学（1）13 男子 個人メドレー  200m 13歳

塩尻　隼也           ｼｵｼﾞﾘ ｼﾞｭﾝﾔ          中学（1）14 男子 自由形   50m 13歳

濵地　煌醒           ﾊﾏｼﾞ ｺｳｾｲ            中学（1）15 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）16 男子 バタフライ  100m 12歳

内田　智大           ｳﾁﾀﾞ ﾁﾋﾛ             小学（6）17 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）18 男子 自由形  100m 12歳

篠﨑　　悠           ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾙｶ            小学（6）19 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）20 男子 個人メドレー  200m 11歳

前田　大樹           ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ            小学（6）21 男子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（6）22 男子 背泳ぎ  100m 11歳

井上　裕翔           ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ             小学（6）23 男子 平泳ぎ  100m 11歳

菱川　祐樹           ﾋｼｶﾜ ﾕｳｷ             小学（5）24 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）25 男子 平泳ぎ   50m 11歳

山本　匠真           ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾏ             小学（5）26 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）27 男子 自由形  100m 11歳

菱田　正己           ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾐ             小学（5）28 男子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（5）29 男子 バタフライ   50m 10歳

河添　晴斗           ｶﾜｿﾞｴ ﾊﾙﾄ            小学（5）30 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）31 男子 バタフライ   50m 10歳

前田　暖樹           ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｷ             小学（5）32 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）33 男子 平泳ぎ   50m 10歳

篠﨑　　瑛           ｼﾉｻﾞｷ ﾋｶﾙ            小学（4）34 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）35 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

栗原　直人           ｸﾘﾊﾗ ﾅｵﾄ             小学（2）36 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）37 男子 バタフライ   50m 8歳以下

菱田　正真           ﾋｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ            小学（2）38 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）39 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

森本菜々美           ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ             中学（3）40 女子 バタフライ   50m 15･16歳

中学（3）41 女子 バタフライ  100m 15･16歳

市木　　莉           ｲﾁｷﾞ ﾏﾘ              中学（2）42 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）43 女子 自由形  100m 13歳

加治屋亜苺           ｶｼﾞﾔ ｱｲ              小学（6）44 女子 バタフライ   50m 12歳

小学（6）45 女子 バタフライ  100m 12歳

國谷野々香           ｸﾆﾀﾆ ﾉﾉｶ             小学（5）46 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）47 女子 平泳ぎ  100m 11歳

久保　瑠花           ｸﾎﾞ ﾙｶ               小学（5）48 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）49 女子 自由形  100m 11歳

20/37 ページ2019年8月8日 7:36:50



第4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
中郡　夏音           ﾅｶｺﾞｵﾘ ﾅﾂﾈ           小学（5）50 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）51 女子 平泳ぎ   50m 11歳

次橋　胡桃           ﾂｷﾞﾊｼ ｸﾙﾐ            小学（5）52 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）53 女子 バタフライ   50m 10歳

長田　芽衣           ｵｻﾀﾞ ﾒｲ              小学（5）54 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）55 女子 背泳ぎ   50m 10歳

示野　莉子           ｼﾒﾉ ﾘｺ               小学（3）56 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）57 女子 バタフライ   50m 8歳以下

28862
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ太子
性別: 申込種目:

井垣　拓留           ｲｶﾞｷ ﾀｸﾙ             中学（1）1 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）2 男子 自由形  100m 12歳

横内　春菜           ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾅ             中学（3）3 女子 自由形  100m 14歳

中学（3）4 女子 個人メドレー  200m 14歳

中尾　理那           ﾅｶｵ ﾘﾅ               中学（2）5 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）6 女子 自由形  100m 14歳

三輪　奏羽           ﾐﾜ ｶﾅｳ               中学（2）7 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）8 女子 自由形  100m 13歳

紙田　花菜           ｶﾐﾀ ﾊﾅ               小学（6）9 女子 平泳ぎ  100m 11歳

小学（6）10 女子 個人メドレー  200m 11歳

横内　秋菜           ﾖｺｳﾁ ｱｷﾅ             小学（5）11 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）12 女子 個人メドレー  200m 10歳

井垣　柚穂           ｲｶﾞｷ ﾕｽﾞﾎ            小学（5）13 女子 背泳ぎ  100m 10歳

小学（5）14 女子 個人メドレー  200m 10歳

28864
氏名: カナ: 学校:No.:

ナイスＳＰ
性別: 申込種目:

北井　洸太           ｷﾀｲ ｺｳﾀ              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 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

井上　海璃           ｲﾉｳｴ ｶｲﾘ             高校（2）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

臼井　悠真           ｳｽｲ ﾕｳﾏ              高校（2）4 男子 自由形   50m 15･16歳

依兼朔太郎           ﾖﾘｶﾈ ｻｸﾀﾛｳ           中学（2）5 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）6 男子 自由形  100m 13歳

フランシス一真       ﾌﾗﾝｼｽ ｶｽﾞﾏ           小学（6）7 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）8 男子 自由形  100m 11歳

藤田　泰地           ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾁ             小学（5）9 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）10 男子 個人メドレー  200m 11歳

山本　歩夢           ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ             小学（4）11 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）12 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

井上舞衣子           ｲﾉｳｴ ﾏｲｺ             小学（6）13 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）14 女子 自由形  100m 12歳

伊藤梨央奈           ｲﾄｳ ﾘｵﾅ              小学（6）15 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）16 女子 個人メドレー  200m 11歳

田中　風逢           ﾀﾅｶ ﾌｱ               小学（5）17 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）18 女子 個人メドレー  200m 10歳

伊藤亜紀奈           ｲﾄｳ ｱｷﾅ              小学（4）19 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）20 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

熊澤　和美           ｸﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ           小学（3）21 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）22 女子 平泳ぎ  100m 9歳以下

山本優芽華           ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒｶ             小学（2）23 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下
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28865
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎市スポ振
性別: 申込種目:

中西　一太           ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ             高校（1）1 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

深澤　向翔           ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾀﾞｶ           高校（1）3 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

美川　恭亮           ﾐｶﾜ ｷｮｳｽｹ            高校（1）4 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）5 男子 自由形  100m 15･16歳

野口稜太郎           ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ          中学（1）6 男子 背泳ぎ   50m 12歳

中学（1）7 男子 背泳ぎ  100m 12歳

村井　大和           ﾑﾗｲ ﾔﾏﾄ              小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 12歳

小学（6）9 男子 平泳ぎ  100m 12歳

山本　侑茉           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ             小学（6）10 男子 自由形   50m 12歳

大坪　陸輝           ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｸ             小学（6）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）12 男子 バタフライ   50m 11歳

吉村　敬心           ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾝ            小学（5）13 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）14 男子 バタフライ  100m 11歳

中川　温心           ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｷ            小学（5）15 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）16 男子 平泳ぎ  100m 11歳

藤田　優真           ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾏ             小学（5）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）18 男子 背泳ぎ   50m 10歳

福井　寛人           ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ              小学（5）19 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）20 男子 自由形  100m 10歳

野口隆之介           ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ          小学（5）21 男子 バタフライ   50m 10歳

小学（5）22 男子 バタフライ  100m 10歳

横山誠太郎           ﾖｺﾔﾏ ｾｲﾀﾛｳ           小学（5）23 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）24 男子 平泳ぎ   50m 10歳

頼末　陽太           ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ             小学（4）25 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）26 男子 背泳ぎ   50m 10歳

藤田　章真           ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾏ            小学（3）27 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）28 男子 バタフライ   50m 8歳以下

福留　唯織           ﾌｸﾄﾒ ｲｵﾘ             小学（6）29 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）30 女子 バタフライ   50m 12歳

頼末　夏希           ﾖﾘｽｴ ﾅﾂｷ             小学（6）31 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）32 女子 自由形  100m 12歳

新藤　花音           ｼﾝﾄﾞｳ ｶﾉﾝ            小学（6）33 女子 自由形   50m 11歳

藤田　梨恋           ﾌｼﾞﾀ ﾘｺ              小学（5）34 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）35 女子 平泳ぎ   50m 11歳

中島　清花           ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ            小学（5）36 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）37 女子 バタフライ   50m 10歳

原　櫻里杏           ﾊﾗ ｻﾘｱ               小学（5）38 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）39 女子 バタフライ  100m 10歳

中田　伶音           ﾅｶﾀ ﾚﾉﾝ              小学（3）40 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）41 女子 バタフライ   50m 9歳以下
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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             中学（2）1 男子 バタフライ   50m 13歳

中学（2）2 男子 バタフライ  100m 13歳

竹本麟汰朗           ﾀｹﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ           小学（3）3 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）4 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

高橋　志瑠           ﾀｶﾊｼ ｼﾘｭｳ            小学（3）5 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）6 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

大國　隼人           ｵｵｸﾆ ﾊﾔﾄ             小学（3）7 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）8 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

高見　和志           ﾀｶﾐ ｶｽﾞｼ             小学（2）9 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）10 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

川野　愛弥           ｶﾜﾉ ｱﾐ               高校（2）11 女子 背泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）12 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

岡本　和奈           ｵｶﾓﾄ ﾅﾅ              中学（1）13 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）14 女子 個人メドレー  200m 12歳

梅田　遥可           ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙｶ             小学（5）15 女子 自由形  100m 11歳

小学（5）16 女子 個人メドレー  200m 11歳

岡本　瑞生           ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ            小学（5）17 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）18 女子 個人メドレー  200m 11歳

笠川　紗里           ｶｻｶﾞﾜ ｻﾘ             小学（5）19 女子 バタフライ   50m 10歳

小学（5）20 女子 バタフライ  100m 10歳

田邉あけの           ﾀﾅﾍﾞ ｱｹﾉ             小学（3）21 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）22 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下
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28872
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（3）1 男子 バタフライ  100m 14歳

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 14歳

児島　優叶           ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ             中学（2）3 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）4 男子 バタフライ  100m 14歳

進藤　直人           ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ            中学（1）5 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）6 男子 自由形  100m 12歳

永島　昌悟           ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ          中学（1）7 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）8 男子 個人メドレー  200m 12歳

内海　陽生           ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ              小学（6）9 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）10 男子 バタフライ   50m 12歳

清水　梨功           ｼﾐｽﾞ ﾘｸ              小学（6）11 男子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（6）12 男子 背泳ぎ  100m 11歳

木下倫太郎           ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ           小学（6）13 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）14 男子 平泳ぎ  100m 11歳

横山奏太朗           ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ           小学（5）15 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）16 男子 バタフライ   50m 11歳

森川　宗平           ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾍｲ            小学（5）17 男子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（5）18 男子 平泳ぎ   50m 11歳

松尾　悠世           ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ             小学（5）19 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）20 男子 バタフライ   50m 11歳

神吉　玲登           ｶﾝｷ ﾚｲﾄ              小学（5）21 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）22 男子 バタフライ   50m 10歳

内海　暁翔           ｳﾂﾐ ｱｷﾄ              小学（5）23 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）24 男子 背泳ぎ   50m 10歳

八十　　楓           ﾔｿ ｶｴﾃﾞ              小学（4）25 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）26 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

竹本　蒼志           ﾀｹﾓﾄ ｿｳｼ             小学（4）27 男子 平泳ぎ  100m 9歳以下

小学（4）28 男子 バタフライ   50m 9歳以下

間彦　秀亮           ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ            小学（4）29 男子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）30 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

上川　貴久           ｳｴｶﾜ ﾀｶﾋｻ            小学（3）31 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）32 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

竹本　昂生           ﾀｹﾓﾄ ｺｳｷ             小学（2）33 男子 自由形  100m 8歳以下

小学（2）34 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

三浦亜翔夢           ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ              小学（2）35 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）36 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

岡本　　翼           ｵｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ            小学（1）37 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）38 男子 自由形  100m 8歳以下

間彦　慶亮           ﾏﾋｺ ｹｲｽｹ             小学（1）39 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）40 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

児島　弥優           ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ              高校（1）41 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

高校（1）42 女子 バタフライ  100m 15･16歳

溝端　友美           ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ           中学（1）43 女子 バタフライ   50m 13歳

中学（1）44 女子 バタフライ  100m 13歳

段林　未來           ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｸ           小学（5）45 女子 バタフライ  100m 11歳

小学（5）46 女子 個人メドレー  200m 11歳

北尾來怜羽           ｷﾀｵ ｸﾚﾊ              小学（5）47 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）48 女子 背泳ぎ   50m 10歳

佐藤　瑛衣           ｻﾄｳ ｴｲ               小学（4）49 女子 バタフライ   50m 10歳
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佐藤　瑛衣           ｻﾄｳ ｴｲ               小学（4）50 女子 個人メドレー  200m 10歳

天川　心結           ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ              小学（4）51 女子 平泳ぎ  100m 9歳以下

小学（4）52 女子 バタフライ   50m 9歳以下

可藤　梨乃           ｶﾄｳ ﾘﾉ               小学（4）53 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）54 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

河野　紗奈           ｶﾜﾉ ｻﾅ               小学（3）55 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）56 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

天川　結愛           ｱﾏｶﾜ ﾕｲ              小学（3）57 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）58 女子 個人メドレー  200m 8歳以下

山室　　有           ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳ              小学（2）59 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）60 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

田上　　奏           ﾀﾉｳｴ ｶﾅﾃﾞ            小学（2）61 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）62 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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28874
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン三田
性別: 申込種目:

田澤日々生           ﾀｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ            中学（2）1 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）2 男子 自由形  100m 14歳

志築　良宇           ｼｽﾞｷ ﾗｳ              中学（2）3 男子 自由形  100m 13歳

松本　尚己           ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ             中学（1）4 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）5 男子 自由形  100m 13歳

後藤　怜志           ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ             中学（1）6 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）7 男子 バタフライ  100m 13歳

玉利　大貴           ﾀﾏﾘ ﾀﾞｲｷ             小学（5）8 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）9 男子 背泳ぎ   50m 11歳

来住　尊斗           ｷｼ ﾐｺﾄ               小学（5）10 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）11 男子 個人メドレー  200m 10歳

西山旺志郎           ﾆｼﾔﾏ ｵｳｼﾛｳ           小学（4）12 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）13 男子 平泳ぎ   50m 10歳

藤井　祐丞           ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ            小学（4）14 男子 自由形   50m 10歳

加藤　　翼           ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ             小学（4）15 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）16 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

竹内　隼人           ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ             小学（3）17 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）18 男子 バタフライ   50m 9歳以下

森山　毅一           ﾓﾘﾔﾏ ｷｲﾁ             小学（3）19 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）20 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

岡崎　佑莉           ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾘ            小学（3）21 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）22 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

西澤　陽翔           ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅﾄ            小学（3）23 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）24 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

中山　和樹           ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ            小学（3）25 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）26 男子 バタフライ   50m 8歳以下

牧　　康平           ﾏｷ ｺｳﾍｲ              小学（3）27 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）28 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

来住　柚紀           ｷｼ ﾕｽﾞｷ              小学（2）29 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）30 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

松本　玲奈           ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ             小学（6）31 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）32 女子 平泳ぎ   50m 12歳

田坂玲依菜           ﾀｻｶ ﾚｲﾅ              小学（5）33 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）34 女子 バタフライ   50m 10歳

野村　陽心           ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋ              小学（5）35 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）36 女子 平泳ぎ   50m 10歳

萩山　　凜           ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ             小学（5）37 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）38 女子 バタフライ   50m 10歳

高橋　心菜           ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ             小学（5）39 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）40 女子 平泳ぎ   50m 10歳

堀川　心愛           ﾎﾘｶﾜ ｺｺﾅ             小学（4）41 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）42 女子 バタフライ   50m 10歳

水野　歩未           ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾐ             小学（4）43 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）44 女子 バタフライ   50m 9歳以下

萩山優衣香           ﾊｷﾞﾔﾏ ﾕｲｶ            小学（3）45 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）46 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

石田　愛沙           ｲｼﾀﾞ ｱｽﾅ             小学（3）47 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）48 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

本荘　奈月           ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ           小学（3）49 女子 自由形   50m 9歳以下
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本荘　奈月           ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ           小学（3）50 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

有井　瑞稀           ｱﾘｲ ﾐｽﾞｷ             小学（3）51 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）52 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

岡本　彩羽           ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ             小学（3）53 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）54 女子 自由形  100m 8歳以下

飯田　佳蓮           ｲｲﾀﾞ ｶﾚﾝ             小学（3）55 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）56 女子 バタフライ   50m 8歳以下

波平　夏歩           ﾅﾐﾋﾗ ｶﾎ              小学（2）57 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

柳田　　澪           ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｵ            小学（2）58 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）59 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

篠木穂乃佳           ｼﾉｷ ﾎﾉｶ              小学（2）60 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）61 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

28876
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ豊岡
性別: 申込種目:

岡本　恒成           ｵｶﾓﾄ ｺｳｾｲ            中学（1）1 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）2 男子 自由形  100m 13歳

谷口　昊真           ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾏ            小学（6）3 男子 平泳ぎ   50m 12歳

小学（6）4 男子 平泳ぎ  100m 12歳

宮田　流星           ﾐﾔﾀ ﾘｭｳｾｲ            小学（6）5 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）6 男子 自由形  100m 11歳

谷垣想太郎           ﾀﾆｶﾞｷ ｿｳﾀﾛｳ          小学（4）7 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）8 男子 自由形  100m 9歳以下

石田　桜介           ｲｼﾀﾞ ｵｳｽｹ            小学（3）9 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）10 男子 自由形  100m 9歳以下

三森　康生           ﾐﾂﾓﾘ ｺｳｾｲ            小学（3）11 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）12 男子 自由形  100m 8歳以下

山田　翔大           ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ            小学（3）13 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）14 男子 平泳ぎ  100m 8歳以下

多賀　知桜           ﾀｶﾞ ﾊﾙﾄ              小学（1）15 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）16 男子 自由形  100m 8歳以下

谷口　正眞           ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾏ            小学（1）17 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）18 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

森脇咲弥奈           ﾓﾘﾜｷ ｻﾔﾅ             小学（6）19 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）20 女子 バタフライ   50m 12歳

寺田　桜彩           ﾃﾗﾀﾞ ｻｱﾔ             小学（4）21 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）22 女子 自由形  100m 10歳

牧野　紗子           ﾏｷﾉ ｻｺ               小学（4）23 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）24 女子 平泳ぎ   50m 10歳

松本　　葵           ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ             小学（4）25 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）26 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

寺田　彩乃           ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔﾉ             小学（2）27 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）28 女子 個人メドレー  200m 8歳以下
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28881
氏名: カナ: 学校:No.:

マック武庫川
性別: 申込種目:

田中　大雅           ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ             小学（6）1 男子 平泳ぎ   50m 12歳

小学（6）2 男子 平泳ぎ  100m 12歳

笠見　篤志           ｶｻﾐ ｱﾂｼ              小学（6）3 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）4 男子 平泳ぎ   50m 12歳

安達　琉惺           ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ           小学（6）5 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）6 男子 平泳ぎ  100m 11歳

竹内　悠介           ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ            小学（6）7 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）8 男子 背泳ぎ   50m 11歳

田中　琉生           ﾀﾅｶ ﾙｲ               小学（6）9 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 11歳

葛原　悠大           ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ            小学（5）11 男子 自由形  100m 11歳

小学（5）12 男子 個人メドレー  200m 11歳

葛井　泰成           ｶﾂｲ ﾀｲｾｲ             小学（5）13 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）14 男子 自由形  100m 10歳

中島　琉矢           ﾅｶｼﾏ ﾘﾔ              小学（5）15 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）16 男子 自由形  100m 10歳

林　　勇希           ﾊﾔｼ ﾕｳｷ              小学（4）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）18 男子 自由形  100m 10歳

古川琥大朗           ﾌﾙｶﾜ ｺﾀﾛｳ            小学（4）19 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）20 男子 自由形  100m 10歳

井筒　友貴           ｲﾂﾞﾂ ﾄﾓｷ             小学（4）21 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）22 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

川越　雄成           ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｾｲ           小学（2）23 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）24 男子 背泳ぎ  100m 8歳以下

井筒　大貴           ｲﾂﾞﾂ ﾋﾛｷ             小学（2）25 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）26 男子 バタフライ   50m 8歳以下

田中　恵梨           ﾀﾅｶ ｴﾘ               中学（3）27 女子 平泳ぎ   50m 14歳

中学（3）28 女子 平泳ぎ  100m 14歳

下釜いろは           ｼﾓｶﾞﾏ ｲﾛﾊ            中学（1）29 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）30 女子 個人メドレー  200m 12歳

若松　　凜           ﾜｶﾏﾂ ﾘﾝ              小学（6）31 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）32 女子 個人メドレー  200m 12歳

高森　夏鈴           ﾀｶﾓﾘ ｶﾘﾝ             小学（6）33 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）34 女子 個人メドレー  200m 12歳

徳橋　朋菜           ﾄｸﾊｼ ﾄﾓﾅ             小学（6）35 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）36 女子 背泳ぎ  100m 11歳

岡本　夏怜           ｵｶﾓﾄ ｶﾚﾝ             小学（6）37 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）38 女子 個人メドレー  200m 11歳

豊田　淳子           ﾄﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ           小学（6）39 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）40 女子 個人メドレー  200m 11歳

佐井　唯莉           ｻｲ ﾕｲﾘ               小学（6）41 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）42 女子 個人メドレー  200m 11歳

中河　真心           ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝ             小学（6）43 女子 自由形  100m 11歳

小学（6）44 女子 バタフライ   50m 11歳

柴田　結生           ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ              小学（5）45 女子 バタフライ  100m 11歳

小学（5）46 女子 個人メドレー  200m 11歳

中島　琉莉           ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ             小学（5）47 女子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（5）48 女子 個人メドレー  200m 10歳

大村　優菜           ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ             小学（5）49 女子 自由形   50m 10歳
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大村　優菜           ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ             小学（5）50 女子 背泳ぎ   50m 10歳

中村　千穂           ﾅｶﾑﾗ ﾁﾎ              小学（5）51 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）52 女子 背泳ぎ   50m 10歳

中村　心香           ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ              小学（4）53 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）54 女子 個人メドレー  200m 10歳

岡本　麗央           ｵｶﾓﾄ ﾘｵ              小学（4）55 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）56 女子 自由形  100m 9歳以下

松本　一花           ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｶ             小学（4）57 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）58 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

大町紀々香           ｵｵﾏﾁ ﾉﾉｶ             小学（4）59 女子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）60 女子 バタフライ   50m 9歳以下
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28883
氏名: カナ: 学校:No.:

こうでら
性別: 申込種目:

平山　喜大           ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ            小学（5）1 男子 背泳ぎ  100m 11歳

小学（5）2 男子 個人メドレー  200m 11歳

中島　丈瑠           ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ             小学（5）3 男子 背泳ぎ  100m 11歳

小学（5）4 男子 個人メドレー  200m 11歳

大野　龍平           ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ            小学（5）5 男子 自由形  100m 11歳

小学（5）6 男子 個人メドレー  200m 11歳

金谷　魁真           ｶﾅﾔ ｶｲﾏ              小学（5）7 男子 平泳ぎ  100m 11歳

小学（5）8 男子 個人メドレー  200m 11歳

田中　陽晟           ﾀﾅｶ ﾊﾙｾ              小学（5）9 男子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）10 男子 個人メドレー  200m 10歳

大畠　雅也           ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾔ             小学（5）11 男子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）12 男子 個人メドレー  200m 10歳

大塚　紘平           ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ            小学（4）13 男子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（4）14 男子 個人メドレー  200m 10歳

藤尾　怜生           ﾌｼﾞｵ ﾚｲ              小学（4）15 男子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（4）16 男子 個人メドレー  200m 10歳

中山　恭之           ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ            小学（4）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）18 男子 個人メドレー  200m 10歳

阿部　伊吹           ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ             小学（4）19 男子 バタフライ   50m 10歳

小学（4）20 男子 個人メドレー  200m 10歳

水谷　悠聖           ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｾｲ           小学（4）21 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）22 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

林　　舞桜           ﾊﾔｼ ﾏｵ               中学（1）23 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）24 女子 バタフライ  100m 13歳

木下　結愛           ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ             中学（1）25 女子 平泳ぎ  100m 12歳

中学（1）26 女子 バタフライ  100m 12歳

藤原　　夢           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾒ             中学（1）27 女子 バタフライ   50m 12歳

中学（1）28 女子 バタフライ  100m 12歳

種田　果恵           ﾀﾈﾀﾞ ｶｴ              小学（6）29 女子 バタフライ  100m 12歳

小学（6）30 女子 個人メドレー  200m 12歳

岡田　彩那           ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾅ             小学（6）31 女子 平泳ぎ  100m 12歳

小学（6）32 女子 個人メドレー  200m 12歳

花岡　素実           ﾊﾅｵｶ ﾓﾄﾐ             小学（6）33 女子 背泳ぎ  100m 11歳

小学（6）34 女子 個人メドレー  200m 11歳

平山　麻子           ﾋﾗﾔﾏ ﾏｺ              小学（4）35 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）36 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

廣石　梨音           ﾋﾛｲｼ ﾘﾝ              小学（3）37 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

大﨑　葉月           ｵｵｻｷ ﾊﾂﾞｷ            小学（3）38 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）39 女子 個人メドレー  200m 9歳以下
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28886
氏名: カナ: 学校:No.:

高砂ＦＣ
性別: 申込種目:

盛岡　潤平           ﾓﾘｵｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         中学（2）1 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 13歳

塩谷　啓悟           ｼｵﾀﾆ ｹｲｺﾞ            中学（2）3 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）4 男子 自由形  100m 13歳

香川　朝陽           ｶｶﾞﾜ ｱｻﾋ             小学（6）5 男子 自由形   50m 12歳

元原　楓翔           ﾓﾄﾊﾗ ﾌｳﾄ             小学（6）6 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）7 男子 バタフライ   50m 11歳

池間　志絆           ｲｹﾏ ｼｷ               小学（3）8 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）9 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

山口　夏生           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ            小学（3）10 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）11 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小川　勇人           ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ             小学（3）12 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）13 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

池間　奏和           ｲｹﾏ ｻﾜ               中学（1）14 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）15 女子 バタフライ   50m 12歳

戸田　美来           ﾄﾀﾞ ﾐｸﾙ              中学（1）16 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）17 女子 バタフライ  100m 12歳

田中　美悠           ﾀﾅｶ ﾐﾕｳ              小学（6）18 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）19 女子 平泳ぎ   50m 12歳

藤本　千珠           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｽﾞ            小学（6）20 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）21 女子 自由形  100m 12歳

大谷　夏美           ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ             小学（6）22 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）23 女子 平泳ぎ   50m 12歳

池田　乃愛           ｲｹﾀﾞ ﾉｱ              小学（6）24 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（6）25 女子 バタフライ   50m 11歳

富永　奈和           ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅﾅ             小学（5）26 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）27 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小川　奈々           ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ              小学（5）28 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）29 女子 バタフライ   50m 10歳

岩本　琉杏           ｲﾜﾓﾄ ﾙｱ              小学（4）30 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）31 女子 平泳ぎ   50m 10歳

田中　沙帆           ﾀﾅｶ ｻﾎ               小学（4）32 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）33 女子 平泳ぎ   50m 10歳

船越　彩芭           ﾌﾅｺｼ ｲﾛﾊ             小学（4）34 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）35 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

Aqスポレスト
性別: 申込種目:

大野　遥斗           ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ              小学（5）1 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）2 男子 平泳ぎ   50m 10歳

石川直太郎           ｲｼｶﾜ ﾅｵﾀﾛｳ           小学（4）3 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）4 男子 平泳ぎ   50m 10歳

山本　隼士           ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ           小学（3）5 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）6 男子 バタフライ   50m 8歳以下

志井　瑠座           ｼｲ ﾘｭｳｻﾞ             小学（3）7 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）8 男子 自由形  100m 8歳以下

木山　琴美           ｷﾔﾏ ｺﾄﾐ              高校（2）9 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

石橋　未望           ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾉ             中学（1）11 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）12 女子 平泳ぎ  100m 12歳

木山　絢香           ｷﾔﾏ ｱﾔｶ              中学（1）13 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）14 女子 自由形  100m 12歳

石川ひより           ｲｼｶﾜ ﾋﾖﾘ             小学（6）15 女子 平泳ぎ  100m 12歳

小学（6）16 女子 個人メドレー  200m 12歳

福岡　苺依           ﾌｸｵｶ ﾒｲ              小学（4）17 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）18 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

中矢　純宇           ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ              小学（4）19 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）20 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

永田　　杏           ﾅｶﾞﾀ ｱﾝｽﾞ            小学（4）21 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）22 女子 バタフライ   50m 9歳以下

菖蒲池　鈴           ｼｮｳﾌﾞｲｹ ﾘﾝ           小学（3）23 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）24 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

永野　　空           ﾅｶﾞﾉ ｿﾗ              小学（3）25 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）26 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

服部　　咲           ﾊｯﾄﾘ ｻｷ              小学（3）27 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）28 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

永田　　蒼           ﾅｶﾞﾀ ｱｵｲ             小学（2）29 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）30 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

志井　宙寧           ｼｲ ｿﾗﾈ               小学（1）31 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）32 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

28892
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ津名
性別: 申込種目:

満永　和磨           ﾐﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ           中学（1）1 男子 平泳ぎ   50m 12歳

中学（1）2 男子 平泳ぎ  100m 12歳

川淵　雄斗           ｶﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ            小学（5）3 男子 自由形  100m 11歳

小学（5）4 男子 背泳ぎ  100m 11歳

杉谷　大和           ｽｷﾞﾀﾆ ﾔﾏﾄ            小学（3）5 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）6 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

菅　　愛歩           ｶﾝ ｱｲﾎ               中学（1）7 女子 自由形   50m 13歳

増田　　心           ﾏｽﾀﾞ ｺｺﾛ             小学（5）8 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）9 女子 背泳ぎ   50m 10歳

片山　絃佳           ｶﾀﾔﾏ ｲﾄｶ             小学（4）10 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）11 女子 平泳ぎ   50m 10歳

松田　風羽           ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾜ              小学（4）12 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）13 女子 個人メドレー  200m 9歳以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

佐用ＳＳ
性別: 申込種目:

西島　正人           ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾄ            高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）2 男子 自由形  100m 15･16歳

岩本　大和           ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ             小学（6）3 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）4 男子 平泳ぎ   50m 12歳

石井　悠一           ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ             小学（6）5 男子 バタフライ   50m 11歳

小学（6）6 男子 バタフライ  100m 11歳

赤松　与一           ｱｶﾏﾂ ﾖｲﾁ             小学（6）7 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）8 男子 自由形  100m 11歳

山下　　快           ﾔﾏｼﾀ ｶｲ              小学（4）9 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）10 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

廣瀬　優雅           ﾋﾛｾ ﾕｳｶﾞ             小学（4）11 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）12 男子 バタフライ   50m 9歳以下

岩本　朱鳥           ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ             小学（4）13 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）14 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

鍬先　一吹           ｸﾜｻｷ ｲﾌﾞｷ            小学（2）15 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）16 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

西島　恵茉           ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ             中学（2）17 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）18 女子 自由形  100m 14歳

廣瀬菜々美           ﾋﾛｾ ﾅﾅﾐ              小学（6）19 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）20 女子 バタフライ   50m 12歳

春井珠笑流           ﾊﾙｲ ｼﾞｭｴﾙ            小学（6）21 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）22 女子 背泳ぎ   50m 11歳

西田実沙紀           ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ             小学（5）23 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）24 女子 個人メドレー  200m 11歳
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氏名: カナ: 学校:No.:

一宮ＳＳ
性別: 申込種目:

伴　　陸功           ﾊﾞﾝ ﾘｸ               中学（3）1 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

中学（3）3 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

大楽　竜世           ﾀﾞｲﾗｸ ﾘｭｳｾｲ          中学（2）4 男子 バタフライ  100m 14歳

中学（2）5 男子 個人メドレー  200m 14歳

岡住　直和           ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ            中学（2）6 男子 バタフライ  100m 13歳

中学（2）7 男子 個人メドレー  200m 13歳

梅原　歌月           ｳﾒﾊﾗ ｶﾂﾞｷ            中学（1）8 男子 背泳ぎ  100m 12歳

中学（1）9 男子 個人メドレー  200m 12歳

澤田伸一郎           ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ          小学（6）10 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）11 男子 バタフライ   50m 11歳

坂田　　晴           ｻｶﾀ ﾊﾙ               小学（5）12 男子 背泳ぎ  100m 11歳

小学（5）13 男子 平泳ぎ  100m 11歳

久内　翔太           ｷｭｳﾅｲ ｼｮｳﾀ           小学（5）14 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）15 男子 個人メドレー  200m 10歳

有時　伶音           ｱﾘﾄｷ ﾚﾉﾝ             小学（4）16 男子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）17 男子 背泳ぎ  100m 10歳

植木はる菜           ｳｴｷ ﾊﾙﾅ              小学（6）18 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）19 女子 バタフライ   50m 12歳

大楽　彩華           ﾀﾞｲﾗｸ ｲﾛﾊ            小学（5）20 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）21 女子 個人メドレー  200m 10歳

衣笠　莉沙           ｷﾇｶﾞｻ ﾘｻ             小学（4）22 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）23 女子 個人メドレー  200m 10歳

西山　結菜           ﾆｼﾔﾏ ﾕﾅ              小学（3）24 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）25 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

西山　真帆           ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ              小学（3）26 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）27 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

塚本　彩音           ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ             小学（3）28 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）29 女子 個人メドレー  200m 9歳以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

赤穂ＳＳ
性別: 申込種目:

廣岡　優弥           ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ             中学（3）1 男子 バタフライ   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 バタフライ  100m 15･16歳

山口　康生           ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ           中学（3）3 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

中学（3）4 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

川添　博陽           ｶﾜｿﾞｴ ﾊｸﾖｳ           中学（1）5 男子 平泳ぎ   50m 12歳

中学（1）6 男子 平泳ぎ  100m 12歳

高根　皇樹           ﾀｶﾈ ｺｳｷ              小学（5）7 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）8 男子 背泳ぎ   50m 10歳

岡田　奏志           ｵｶﾀﾞ ｿｳｼ             小学（5）9 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）10 男子 平泳ぎ   50m 10歳

丸本　健心           ﾏﾙﾓﾄ ｹﾝｼﾝ            小学（5）11 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）12 男子 平泳ぎ   50m 10歳

先野　颯人           ｻｷﾉ ｼｭｳﾄ             小学（4）13 男子 個人メドレー  200m 10歳

河村　　蓮           ｶﾜﾑﾗ ﾚﾝ              小学（4）14 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）15 男子 背泳ぎ   50m 10歳

福井　直人           ﾌｸｲ ﾅｵﾄ              小学（4）16 男子 自由形  100m 10歳

小学（4）17 男子 背泳ぎ   50m 10歳

竹谷　東真           ﾀｹﾀﾆ ﾄｳﾏ             小学（4）18 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）19 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小坂　朋大           ｺｻｶ ﾄﾓﾋﾛ             小学（4）20 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）21 男子 バタフライ   50m 9歳以下

笠原穂乃果           ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ             中学（2）22 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）23 女子 バタフライ   50m 14歳

土谷　咲弥           ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ              中学（2）24 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）25 女子 平泳ぎ   50m 13歳

八家　　南           ﾔｶ ﾐﾅﾐ               中学（1）26 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）27 女子 自由形  100m 12歳

横田　芙季           ﾖｺﾀ ﾌｷ               小学（6）28 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）29 女子 自由形  100m 11歳

霜野　七海           ｼﾓﾉ ﾅﾅﾐ              小学（6）30 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）31 女子 自由形  100m 11歳

前田　梨花           ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ             小学（6）32 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）33 女子 自由形  100m 11歳

横田留羽奈           ﾖｺﾀ ﾙｳﾅ              小学（4）34 女子 自由形  100m 10歳

小学（4）35 女子 バタフライ   50m 10歳

岡野　華怜           ｵｶﾉ ｶﾚﾝ              小学（4）36 女子 自由形  100m 10歳

小学（4）37 女子 平泳ぎ   50m 10歳

有田　唯織           ｱﾘﾀ ｲｵﾘ              小学（4）38 女子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）39 女子 バタフライ   50m 9歳以下

前田　夏帆           ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ              小学（3）40 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

塩田　夏鈴           ｼｵﾀ ｶﾘﾝ              小学（3）41 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）42 女子 バタフライ   50m 9歳以下

八家　　潤           ﾔｶ ｼﾞｭﾝ              小学（3）43 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）44 女子 バタフライ   50m 8歳以下
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神戸北町Vivo
性別: 申込種目:

上野本颯太           ｳｴﾉﾓﾄ ｿｳﾀ            中学（3）1 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）2 男子 自由形  100m 14歳

大賀柊之介           ｵｵｶﾞ ｼｭｳﾉｽｹ          小学（6）3 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）4 男子 自由形  100m 11歳

上野本　然           ｳｴﾉﾓﾄ ｾﾞﾝ            小学（5）5 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）6 男子 自由形  100m 11歳

青木　　暖           ｱｵｷ ﾊﾙ               小学（5）7 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）8 男子 平泳ぎ  100m 10歳

葛嶋　光樹           ｸｽﾞｼﾏ ｺｳｷ            小学（4）9 男子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）10 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

岡田　一輝           ｵｶﾀﾞ ｲﾂｷ             小学（4）11 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）12 男子 自由形  100m 9歳以下

西川　　遼           ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ             小学（4）13 男子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）14 男子 バタフライ   50m 9歳以下

前田琉輝亜           ﾏｴﾀﾞ ﾙｷｱ             小学（2）15 男子 自由形   50m 8歳以下

池田　大志           ｲｹﾀﾞ ﾀｲｼ             小学（2）16 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）17 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

杉本　美月           ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ           中学（3）18 女子 自由形   50m 14歳

中学（3）19 女子 背泳ぎ  100m 14歳

清水　杏梨           ｼﾐｽﾞ ｱﾝﾘ             中学（3）20 女子 背泳ぎ   50m 14歳

中学（3）21 女子 背泳ぎ  100m 14歳

川田　幸奈           ｶﾜﾀ ﾕｷﾅ              中学（2）22 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）23 女子 個人メドレー  200m 13歳

内田　歩夢           ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ             中学（1）24 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）25 女子 自由形  100m 13歳

濱野　明彩           ﾊﾏﾉ ｱｲ               中学（1）26 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）27 女子 個人メドレー  200m 13歳

友重　智美           ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ            中学（1）28 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）29 女子 個人メドレー  200m 12歳

後藤ほなみ           ｺﾞﾄｳ ﾎﾅﾐ             中学（1）30 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）31 女子 自由形  100m 12歳

阪本　望帆           ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ              小学（6）32 女子 平泳ぎ  100m 12歳

小学（6）33 女子 個人メドレー  200m 12歳

秋葉　結衣           ｱｷﾊﾞ ﾕｲ              小学（5）34 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）35 女子 個人メドレー  200m 11歳

下山　恵依           ｼﾓﾔﾏ ﾒｲ              小学（4）36 女子 自由形  100m 10歳

小学（4）37 女子 バタフライ   50m 10歳

岡本　瑞生           ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ            小学（4）38 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）39 女子 自由形  100m 10歳

中川　彩愛           ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ            小学（4）40 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）41 女子 平泳ぎ  100m 9歳以下

中村　沙紀           ﾅｶﾑﾗ ｻｷ              小学（4）42 女子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）43 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

三宅　那実           ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ              小学（4）44 女子 背泳ぎ  100m 9歳以下

小学（4）45 女子 バタフライ   50m 9歳以下

重見　彩葉           ｼｹﾞﾐ ｱﾔﾊ             小学（3）46 女子 バタフライ   50m 8歳以下

小学（3）47 女子 バタフライ  100m 8歳以下
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28916
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             高校（2）1 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）2 男子 自由形  100m 15･16歳

森本　　樹           ﾓﾘﾓﾄ ｲﾂｷ             中学（1）3 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）4 男子 自由形  100m 12歳

竹中　蒼人           ﾀｹﾅｶ ｿﾗﾄ             小学（5）5 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）6 男子 背泳ぎ  100m 10歳

竹中　理貢           ﾀｹﾅｶ ﾘｸ              小学（2）7 男子 自由形  100m 8歳以下

小学（2）8 男子 背泳ぎ  100m 8歳以下

中山　和希           ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ            小学（2）9 男子 自由形   50m 8歳以下

藤田　和希           ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾞｷ            中学（3）10 女子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）11 女子 バタフライ   50m 15･16歳

中山　志麻           ﾅｶﾔﾏ ｼﾏ              小学（4）12 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）13 女子 背泳ぎ  100m 10歳

28926
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＴ淡路
性別: 申込種目:

三宅　宗良           ﾐﾔｹ ｿﾗ               中学（3）1 男子 バタフライ   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 バタフライ  100m 15･16歳

森山　凌翔           ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ           小学（5）3 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）4 男子 平泳ぎ   50m 10歳

原口　煌生           ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ            小学（4）5 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）6 男子 バタフライ   50m 9歳以下

浅井蒼一郎           ｱｻｲ ｿｳｲﾁﾛｳ           小学（3）7 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）8 男子 バタフライ   50m 9歳以下

下野　真矢           ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ              小学（3）9 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）10 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

三宅　渚沙           ﾐﾔｹ ﾅｷﾞｻ             高校（3）11 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）12 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

川上　美鈴           ｶﾜｶﾐ ﾐｽｽﾞ            高校（2）13 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）14 女子 自由形  100m 15･16歳

平山　莉名           ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ              高校（1）15 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）16 女子 自由形  100m 15･16歳

川上　麻緒           ｶﾜｶﾐ ﾏｵ              中学（3）17 女子 平泳ぎ  100m 14歳

中学（3）18 女子 個人メドレー  200m 14歳

竹谷　結羽           ﾀｹﾀﾆ ﾕｳ              中学（2）19 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）20 女子 自由形  100m 14歳

西田　千咲           ﾆｼﾀﾞ ﾁｻ              中学（2）21 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）22 女子 バタフライ   50m 13歳

山崎　姫奈           ﾔﾏｻｷ ﾋﾒﾅ             中学（1）23 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）24 女子 自由形  100m 13歳

谷池　葵衣           ﾀﾆｲｹ ｱｵｲ             中学（1）25 女子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（1）26 女子 背泳ぎ  100m 13歳

谷池　栞里           ﾀﾆｲｹ ｼｵﾘ             小学（5）27 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）28 女子 個人メドレー  200m 10歳

平野　美海           ﾋﾗﾉ ﾐﾐ               小学（5）29 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）30 女子 バタフライ   50m 10歳
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