
第14回兵庫県短水路選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

26880
氏名: カナ: 学校:No.:

京医水
性別: 申込種目:

大野　博章          ｵｵﾉ ﾋﾛｱｷ            一般1 男子 自由形  100m 一般

一般2 男子 バタフライ   50m 一般

一般3 男子 個人メドレー  100m 一般

太田ひまわり         ｵｵﾀ ﾋﾏﾜﾘ            一般4 女子 自由形  100m 一般

27025
氏名: カナ: 学校:No.:

関大一高校
性別: 申込種目:

好川　大雅          ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ           高校（3）1 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

後藤　大哉          ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾔ           高校（2）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

丸岡　晃也          ﾏﾙｵｶ ｱｷﾅﾘ           高校（2）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

植野　　零          ｳｴﾉ ﾚｲ              高校（2）6 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森本　瑛太          ﾓﾘﾓﾄ ｴｲﾀ            高校（2）8 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）9 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中谷　律貴          ﾅｶﾀﾆ ﾘﾂｷ            高校（2）11 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）12 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小川　慶馬          ｵｶﾞﾜ ｹｲﾏ            高校（2）14 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）15 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）16 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

出原　啓伍          ｲﾃﾞﾊﾗ ｹｲｺﾞ          高校（2）17 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）18 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 男子 個人メドレー  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森本　　将          ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳ            高校（2）20 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）21 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

今井孝太郎          ｲﾏｲ ｺｳﾀﾛｳ           高校（1）22 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）23 男子 バタフライ  100m 15･16才

山本愛恵里          ﾔﾏﾓﾄ ｱｴﾘ            高校（2）24 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）25 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

時田　晴菜          ﾄｷﾀﾞ ﾊﾙﾅ            高校（2）26 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中井　佳奈          ﾅｶｲ ｶﾅ              高校（2）27 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小杉　莉子          ｺｽｷﾞ ﾘｺ             高校（2）28 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）29 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

古川　星奈          ﾌﾙｶﾜ ｾｲﾅ            高校（2）30 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）31 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

水越　美桜          ﾐｽﾞｺｼ ﾐｵ            高校（1）32 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）33 女子 自由形  200m 15･16才

足立　莉子          ｱﾀﾞﾁ ﾘｺ             高校（1）34 女子 自由形   50m 15･16才
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27100
氏名: カナ: 学校:No.:

太成学院大高
性別: 申込種目:

竹村　優馬          ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾏ            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 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

三鬼明日真          ﾐｷ ｱｽﾏ              高校（2）3 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 個人メドレー  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

宍戸　太智          ｼｼﾄﾞ ﾀｲﾁ            高校（2）6 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

平田　僚希          ﾋﾗﾀ ﾄﾓｷ             高校（2）8 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）9 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中村　瑠佳          ﾅｶﾑﾗ ﾙｶ             高校（2）11 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）12 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

古賀　翔大          ｺｶﾞ ｼｮｳﾀ            高校（2）13 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）14 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

藤本　善弘          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ          高校（1）15 男子 バタフライ   50m 15･16才

豊山　杏美          ﾄﾖﾔﾏ ｱﾐ             高校（2）16 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松本　祐夏          ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ            高校（2）17 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）18 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小原　天那          ｺﾊﾗ ﾃﾝﾅ             高校（2）20 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）21 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

吉田　　聖          ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ           高校（2）22 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）23 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）24 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

菅生　若菜          ｽｺﾞｳ ﾜｶﾅ            高校（2）25 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（2）26 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）27 女子 個人メドレー  200m 15･16才

大平　暖歩          ｵｵﾋﾗ ﾊﾙﾎ            高校（1）28 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）29 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）30 女子 個人メドレー  100m 15･16才
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27212
氏名: カナ: 学校:No.:

イ ト マ ン
性別: 申込種目:

田中　温介          ﾀﾅｶ ｵｳｽｹ            高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

髙島　亜純          ﾀｶｼﾏ ｱｽﾞﾐ           高校（2）3 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

酒井　　翼          ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ            中学（3）5 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）6 男子 個人メドレー  100m 15･16才

松原　怜央          ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｵ            中学（3）7 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）8 男子 バタフライ  200m 15･16才

更屋　大時          ｻﾗﾔ ﾀｲｼﾞ            中学（3）9 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）10 男子 自由形  100m 15･16才

西田　翔麿          ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ           中学（3）11 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）12 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

森本　耕太          ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ            中学（2）13 男子 自由形   50m 14才

中学（2）14 男子 自由形  200m 14才

桑原　拓希          ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛｷ            中学（2）15 男子 自由形  100m 14才

中学（2）16 男子 自由形  200m 14才

宮田　一佐          ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ            中学（2）17 男子 自由形   50m 14才

中学（2）18 男子 平泳ぎ  100m 14才

仲道羽琉希          ﾅｶﾐﾁ ﾊﾙｷ            中学（2）19 男子 自由形  100m 14才

中学（2）20 男子 自由形  200m 14才

中学（2）21 男子 自由形  400m 14才

黒川　幸希          ｸﾛｶﾜ ｺｳｷ            中学（1）22 男子 自由形   50m 13才

中学（1）23 男子 自由形  100m 13才

後藤　晃太          ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ            中学（1）24 男子 バタフライ   50m 13才

中学（1）25 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）26 男子 個人メドレー  200m 13才

乾ｱﾚｸｾｲ ｲﾇｲ ｱﾚｸｾｲ           小学（6）27 男子 自由形   50m 12才

小学（6）28 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）29 男子 背泳ぎ  100m 12才

小郷　佑陽          ｵｺﾞｳ ﾕｳﾋ            小学（6）30 男子 自由形   50m 12才

小学（6）31 男子 自由形  100m 12才

小学（6）32 男子 平泳ぎ   50m 12才

黒川　卓聖          ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ            小学（6）33 男子 自由形   50m 12才

小学（6）34 男子 自由形  100m 12才

小学（6）35 男子 バタフライ   50m 12才

美濃　大悟          ﾐﾉｳ ﾀﾞｲｺﾞ           小学（6）36 男子 自由形   50m 12才

小学（6）37 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）38 男子 個人メドレー  200m 12才

谷川　昴瑠          ﾀﾆｶﾞﾜ ｽﾊﾞﾙ          小学（6）39 男子 自由形   50m 12才

小学（6）40 男子 自由形  100m 12才

小学（6）41 男子 背泳ぎ   50m 12才

佐藤孝多朗          ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ           小学（5）42 男子 自由形   50m 11才

小学（5）43 男子 自由形  100m 11才

小学（5）44 男子 背泳ぎ   50m 11才

菅　　康季          ｽｶﾞ ｺｳｷ             小学（5）45 男子 自由形   50m 11才

小学（5）46 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）47 男子 背泳ぎ  100m 11才

樋口　貴俊          ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ           小学（5）48 男子 自由形   50m 11才

小学（5）49 男子 自由形  100m 11才
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樋口　貴俊          ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ           小学（5）50 男子 バタフライ   50m 11才

櫻井　遥翔          ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾄ            小学（5）51 男子 自由形   50m 11才

小学（5）52 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）53 男子 平泳ぎ  100m 11才

泊　　柚羽          ﾄﾏﾘ ﾕｳ              小学（5）54 男子 自由形   50m 11才

川原幸汰朗          ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ          小学（4）55 男子 自由形   50m 10才

小学（4）56 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）57 男子 バタフライ   50m 10才

大塚　陽飛          ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾋ            小学（4）58 男子 自由形   50m 10才

小学（4）59 男子 バタフライ   50m 10才

石原　大凱          ｲｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ           小学（4）60 男子 自由形   50m 10才

小学（4）61 男子 平泳ぎ   50m 10才

髙島　涼那          ﾀｶｼﾏ ｽｽﾞﾅ           小学（4）62 男子 自由形   50m 10才

小学（4）63 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）64 男子 バタフライ   50m 10才

田中　夏輝          ﾀﾅｶ ﾅﾂｷ             小学（4）65 男子 自由形   50m 10才

小学（4）66 男子 バタフライ   50m 10才

唐川　翔宇          ｶﾗｶﾜ ｼｮｳ            小学（3）67 男子 自由形   50m 9才以下

吉村　　蓮          ﾖｼﾑﾗ ﾚﾝ             小学（3）68 男子 バタフライ   50m 9才以下

松吉　久遠          ﾏﾂﾖｼ ｸｵﾝ            小学（3）69 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）70 男子 バタフライ   50m 9才以下

橋爪　多聞          ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾓﾝ           小学（3）71 男子 自由形   50m 9才以下

白瀧和霞葉          ｼﾗﾀｷ ﾜｶﾊﾞ           高校（2）72 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

金星　知優          ｶﾅﾎﾞｼ ﾁﾋﾛ           中学（2）73 女子 自由形   50m 14才

中学（2）74 女子 自由形  100m 14才

中学（2）75 女子 自由形  200m 14才

木下　妃魚          ｷﾉｼﾀ ﾋｦ             中学（2）76 女子 自由形  100m 14才

中学（2）77 女子 バタフライ   50m 14才

黒田　晏那          ｸﾛﾀﾞ ｱﾝﾅ            中学（2）78 女子 平泳ぎ  200m 14才

金　　恵媛          ｷﾝ ﾋｴﾝ              中学（2）79 女子 自由形   50m 14才

中学（2）80 女子 自由形  100m 14才

樋口　承子          ﾋｸﾞﾁ ｺﾄｺ            中学（2）81 女子 バタフライ  100m 14才

中学（2）82 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）83 女子 個人メドレー  400m 14才

延岡　伶奈          ﾉﾍﾞｵｶ ﾚｲﾅ           中学（1）84 女子 自由形   50m 13才

中学（1）85 女子 自由形  100m 13才

中学（1）86 女子 自由形  200m 13才

中屋敷咲月          ﾅｶﾔｼｷ ｻﾂｷ           中学（1）87 女子 自由形   50m 13才

中学（1）88 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）89 女子 バタフライ  100m 13才

林田　波音          ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ            中学（1）90 女子 自由形   50m 13才

中学（1）91 女子 自由形  100m 13才

中学（1）92 女子 自由形  200m 13才

菅　　七海          ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ             中学（1）93 女子 背泳ぎ  200m 13才

中学（1）94 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）95 女子 バタフライ  100m 13才

寺谷　優那          ﾃﾗﾀﾆ ﾕｳﾅ            中学（1）96 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）97 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）98 女子 平泳ぎ  200m 13才

寺﨑　万凛          ﾃﾗｻｷ ﾏﾘﾝ            中学（1）99 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）100 女子 平泳ぎ  200m 13才
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寺﨑　万凛          ﾃﾗｻｷ ﾏﾘﾝ            中学（1）101 女子 個人メドレー  200m 13才

小塚　輝子          ｺﾂﾞｶ ﾋｶﾙｺ           中学（1）102 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）103 女子 背泳ぎ  200m 13才

奥田　夢月          ｵｸﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ           中学（1）104 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）105 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）106 女子 バタフライ   50m 13才

乾ｱﾅｽﾀｼﾔ ｲﾇｲ ｱﾅｽﾀｼﾔ          小学（6）107 女子 自由形   50m 12才

小学（6）108 女子 自由形  100m 12才

小学（6）109 女子 バタフライ   50m 12才

川田　真央          ｶﾜﾀ ﾏﾋﾛ             小学（6）110 女子 自由形   50m 12才

小学（6）111 女子 自由形  100m 12才

小学（6）112 女子 バタフライ   50m 12才

山本　真子          ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ             小学（6）113 女子 自由形   50m 12才

小学（6）114 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）115 女子 平泳ぎ  100m 12才

唐川　未麗          ｶﾗｶﾜ ﾐｳﾙ            小学（5）116 女子 自由形   50m 11才

小学（5）117 女子 平泳ぎ   50m 11才

佐藤　未来          ｻﾄｳ ﾐｸ              小学（5）118 女子 自由形   50m 11才

小学（5）119 女子 自由形  100m 11才

鈴木　未夢          ｽｽﾞｷ ﾐﾕ             小学（5）120 女子 自由形   50m 11才

小学（5）121 女子 自由形  100m 11才

小学（5）122 女子 バタフライ   50m 11才

中野　帆南          ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ             小学（5）123 女子 自由形   50m 11才

小学（5）124 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）125 女子 バタフライ  100m 11才

吉田　弥玲          ﾖｼﾀﾞ ﾐﾚｲ            小学（5）126 女子 自由形   50m 11才

小学（5）127 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）128 女子 バタフライ  100m 11才

後藤　寛奈          ｺﾞﾄｳ ｶﾝﾅ            小学（5）129 女子 自由形   50m 11才

小学（5）130 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）131 女子 個人メドレー  200m 11才

木島　美月          ｷｼﾞﾏ ﾐﾂｷ            小学（5）132 女子 自由形   50m 11才

小学（5）133 女子 自由形  100m 11才

佐々木美稟          ｻｻｷ ﾐｳ              小学（5）134 女子 自由形   50m 11才

小学（5）135 女子 背泳ぎ   50m 11才

本岡　由琴          ﾓﾄｵｶ ﾕｺ             小学（4）136 女子 自由形   50m 10才

小学（4）137 女子 自由形  100m 10才

小学（4）138 女子 背泳ぎ   50m 10才

松本　夏凛          ﾏﾂﾓﾄ ｶﾘﾝ            小学（4）139 女子 自由形   50m 10才

小学（4）140 女子 自由形  100m 10才

小学（4）141 女子 バタフライ   50m 10才

美濃このは          ﾐﾉｳ ｺﾉﾊ             小学（4）142 女子 自由形   50m 10才

小学（4）143 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）144 女子 バタフライ   50m 10才

和田野々香          ﾜﾀﾞ ﾉﾉｶ             小学（4）145 女子 自由形   50m 10才

小学（4）146 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）147 女子 バタフライ   50m 10才

山下　世亜          ﾔﾏｼﾀ ｾｱ             小学（3）148 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）149 女子 バタフライ   50m 9才以下
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27255
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン滝谷
性別: 申込種目:

安達　啓斗          ｱﾝﾀﾂ ｹｲﾄ            中学（3）1 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）2 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

田中廉汰朗          ﾀﾅｶ ﾚﾝﾀﾛｳ           中学（2）3 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）4 男子 バタフライ  200m 14才

木下　颯優          ｷﾉｼﾀ ｿｳﾏ            小学（4）5 男子 自由形   50m 10才

田中　香葉          ﾀﾅｶ ｺﾉﾊ             小学（6）6 女子 自由形  100m 12才

小学（6）7 女子 個人メドレー  200m 12才

久保　碧海          ｸﾎﾞ ｱｵﾐ             小学（6）8 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）9 女子 背泳ぎ  100m 12才

木村　友紀          ｷﾑﾗ ﾕﾉﾘ             小学（4）10 女子 背泳ぎ   50m 10才
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27288
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ住吉
性別: 申込種目:

松下　侑平          ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ           一般1 男子 バタフライ  100m 一般

一般2 男子 バタフライ  200m 一般

萩原健太朗          ﾊｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ          高校（3）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

濱　　大虎          ﾊﾏ ﾀｲｶﾞ             高校（2）6 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

嶌津　大夢          ｼﾏﾂﾞ ﾀﾞｲﾑ           中学（3）8 男子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）9 男子 個人メドレー  100m 15･16才

望月　大輝          ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｷ           中学（1）10 男子 バタフライ  100m 13才

有木　一志          ｱﾘｷ ｶｽﾞｼ            小学（6）11 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）12 男子 平泳ぎ  100m 12才

増田　　準          ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ           小学（4）13 男子 自由形   50m 10才

小学（4）14 男子 バタフライ   50m 10才

大前　　蒼          ｵｵﾏｴ ｱｵｲ            小学（4）15 男子 自由形   50m 10才

小学（4）16 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）17 男子 バタフライ   50m 10才

戸川　瑛翔          ﾄｶﾞﾜ ｴｲﾄ            小学（4）18 男子 自由形   50m 10才

小学（4）19 男子 バタフライ   50m 10才

松田　希海          ﾏﾂﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ           高校（2）20 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

浅原　夏海          ｱｻﾊﾗ ﾅﾂﾐ            高校（2）21 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）22 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

橋本　萌恵          ﾊｼﾓﾄ ﾓｴ             高校（1）23 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）24 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）25 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

田中　芽衣          ﾀﾅｶ ﾒｲ              小学（6）26 女子 自由形   50m 12才

小学（6）27 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）28 女子 平泳ぎ  100m 12才

津崎　玲花          ﾂｻﾞｷ ﾚｲｶ            小学（6）29 女子 自由形   50m 12才

小学（6）30 女子 自由形  100m 12才

小学（6）31 女子 平泳ぎ   50m 12才

土志田みくり         ﾄｼﾀﾞ ﾐｸﾘ            小学（6）32 女子 自由形   50m 12才

小学（6）33 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）34 女子 バタフライ  100m 12才

橋本　優苗          ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ             小学（5）35 女子 自由形   50m 11才

小学（5）36 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）37 女子 バタフライ   50m 11才

寺田　李音          ﾃﾗﾀﾞ ﾘｵﾝ            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
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27297
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン堺
性別: 申込種目:

山田　凌雅          ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ          中学（3）1 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）2 男子 個人メドレー  100m 15･16才

中学（3）3 男子 個人メドレー  200m 15･16才

花谷　元汰          ﾊﾅﾀﾆ ｹﾞﾝﾀ           中学（3）4 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）5 男子 自由形  200m 15･16才

中学（3）6 男子 自由形  400m 15･16才

五輪　空雅          ｲﾂﾜ ｸｳｶﾞ            中学（2）7 男子 自由形   50m 14才

中学（2）8 男子 自由形  100m 14才

丹治　龍亮          ﾀﾝｼﾞ ﾘｮｳｽｹ          中学（1）9 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）10 男子 平泳ぎ  100m 13才

上野　悠月          ｳｴﾉ ﾕﾂﾞｷ            中学（1）11 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）12 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）13 男子 平泳ぎ  200m 13才

花井　脩大          ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ            小学（6）14 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）15 男子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）16 男子 平泳ぎ  200m 12才

堀川　舜介          ﾎﾘｶﾜ ｼｭﾝｽｹ          小学（6）17 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）18 男子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）19 男子 個人メドレー  100m 12才

中谷　駿介          ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ          小学（5）20 男子 自由形   50m 11才

小学（5）21 男子 自由形  100m 11才

隅田　陛大          ｽﾐﾀﾞ ﾍｲﾀ            小学（5）22 男子 自由形   50m 11才

小学（5）23 男子 自由形  100m 11才

小学（5）24 男子 背泳ぎ   50m 11才

稲本　逢時          ｲﾅﾓﾄ ｱｲﾄ            小学（5）25 男子 自由形   50m 11才

小学（5）26 男子 自由形  100m 11才

小学（5）27 男子 バタフライ   50m 11才

藤本　　廉          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝ            小学（4）28 男子 自由形   50m 10才

小学（4）29 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）30 男子 平泳ぎ   50m 10才

隅田　昌悟          ｽﾐﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ          小学（4）31 男子 自由形   50m 10才

小学（4）32 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）33 男子 バタフライ   50m 10才

川村　遥菜          ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾅ            中学（3）34 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）35 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）36 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

田尻　紗愛          ﾀｼﾞﾘ ｻｴ             中学（2）37 女子 自由形  100m 14才

中学（2）38 女子 自由形  200m 14才

中学（2）39 女子 自由形  400m 14才

田中　楓果          ﾀﾅｶ ﾌｳｶ             中学（2）40 女子 自由形  400m 14才

中学（2）41 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）42 女子 個人メドレー  400m 14才

藤本　七夢          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾅﾐ           中学（1）43 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）44 女子 平泳ぎ  200m 13才

山本　杷那          ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅ             小学（6）45 女子 自由形   50m 12才

小学（6）46 女子 自由形  100m 12才

小学（6）47 女子 背泳ぎ   50m 12才

柿本咲愛耶          ｶｷﾓﾄ ｻｱﾔ            小学（6）48 女子 自由形   50m 12才

小学（6）49 女子 背泳ぎ   50m 12才
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柿本咲愛耶          ｶｷﾓﾄ ｻｱﾔ            小学（6）50 女子 背泳ぎ  100m 12才

田端　春菜          ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ            小学（5）51 女子 自由形   50m 11才

小学（5）52 女子 自由形  100m 11才

小学（5）53 女子 バタフライ   50m 11才

大竹　圭穂          ｵｵﾀｹ ｶﾎ             小学（5）54 女子 自由形   50m 11才

小学（5）55 女子 自由形  100m 11才

小学（5）56 女子 バタフライ   50m 11才

武田　桃音          ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓﾈ            小学（5）57 女子 自由形   50m 11才

小学（5）58 女子 自由形  100m 11才

小学（5）59 女子 背泳ぎ   50m 11才

山下　陽愛          ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾘ            小学（4）60 女子 自由形   50m 10才

小学（4）61 女子 背泳ぎ   50m 10才

長町　莉歩          ﾅｶﾞﾏﾁ ﾘﾎ            小学（4）62 女子 自由形   50m 10才

徳原　汐菜          ﾄｸﾊﾗ ｾﾅ             小学（3）63 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）64 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

中島　美羽          ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｳ            小学（3）65 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）66 女子 バタフライ   50m 9才以下
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27325
氏名: カナ: 学校:No.:

JSSはびきの
性別: 申込種目:

釜　悠太朗          ｶﾏ ﾕｳﾀﾛｳ            高校（2）1 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

八坂　康生          ﾔｻｶ ｺｳｾｲ            中学（1）4 男子 自由形   50m 13才

森本　和貴          ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ           小学（6）5 男子 自由形   50m 12才

小学（6）6 男子 自由形  100m 12才

小学（6）7 男子 バタフライ   50m 12才

阪本　爽羽          ｻｶﾓﾄ ｿｳ             小学（5）8 男子 自由形  100m 11才

小学（5）9 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）10 男子 背泳ぎ  100m 11才

石津　孝介          ｲｼｽﾞ ｺｳｽｹ           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

小学（5）13 男子 バタフライ  100m 11才

池田　星那          ｲｹﾀﾞ ｾﾅ             小学（5）14 男子 自由形   50m 11才

小学（5）15 男子 自由形  100m 11才

小学（5）16 男子 平泳ぎ   50m 11才

秋田　泰河          ｱｷﾀ ﾀｲｶﾞ            小学（5）17 男子 自由形   50m 11才

小学（5）18 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）19 男子 背泳ぎ  100m 11才

古場彩弥夏          ｺﾊﾞ ｻﾔｶ             高校（3）20 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

木村　明里          ｷﾑﾗ ｱｶﾘ             中学（3）21 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）22 女子 バタフライ  200m 15･16才

青井萌乃佳          ｱｵｲ ﾎﾉｶ             中学（2）23 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）24 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）25 女子 背泳ぎ  200m 14才

釜　　小晴          ｶﾏ ｺﾊﾙ              中学（1）26 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）27 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）28 女子 背泳ぎ  200m 13才

中山みのり          ﾅｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ            小学（6）29 女子 自由形  100m 12才

小学（6）30 女子 背泳ぎ   50m 12才

石井　華蓮          ｲｼｲ ｶﾚﾝ             小学（6）31 女子 自由形   50m 12才

小学（6）32 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）33 女子 背泳ぎ  100m 12才

櫻井公美子          ｻｸﾗｲ ｸﾐｺ            小学（6）34 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）35 女子 バタフライ  100m 12才

大角　　雫          ｵｵｽﾐ ｼｽﾞｸ           小学（5）36 女子 自由形   50m 11才

小学（5）37 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）38 女子 平泳ぎ  100m 11才

椋野　穂香          ﾑｸﾉ ﾎﾉｶ             小学（5）39 女子 自由形   50m 11才

小学（5）40 女子 自由形  100m 11才

小学（5）41 女子 バタフライ   50m 11才

山本　梨亜          ﾔﾏﾓﾄ ﾘｱ             小学（5）42 女子 自由形   50m 11才

小学（5）43 女子 背泳ぎ   50m 11才

小松　愛杷          ｺﾏﾂ ｲﾄﾊ             小学（4）44 女子 自由形   50m 10才

小学（4）45 女子 自由形  100m 10才
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27335
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ岸和田
性別: 申込種目:

南　　奎吾          ﾐﾅﾐ ｹｲｺﾞ            高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

三浦　圭人          ﾐｳﾗ ｹｲﾄ             高校（1）4 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）5 男子 バタフライ  200m 15･16才

西村　祐里          ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾘ            中学（3）6 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）7 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）8 男子 バタフライ  200m 15･16才

濱口　大輝          ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ           中学（1）9 男子 バタフライ  100m 13才

鬼塚琉太朗          ｵﾆﾂﾞｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ         小学（6）10 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）11 男子 バタフライ  100m 12才

椙本　涼介          ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ          小学（6）12 男子 自由形   50m 12才

小学（6）13 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）14 男子 背泳ぎ  100m 12才

中田　　奏          ﾅｶﾀ ｶﾅﾃﾞ            小学（5）15 男子 自由形   50m 11才

小学（5）16 男子 自由形  100m 11才

小学（5）17 男子 バタフライ   50m 11才

出田　純心          ｲﾃﾞﾀ ｼﾞﾝﾛ           小学（5）18 男子 自由形   50m 11才

小学（5）19 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）20 男子 平泳ぎ  100m 11才

宮村　宝勝          ﾐﾔﾑﾗ ﾎｳﾏ            小学（5）21 男子 自由形   50m 11才

鬼塚　玲亮          ｵﾆﾂﾞｶ ﾚﾝｽｹ          小学（5）22 男子 自由形   50m 11才

小学（5）23 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）24 男子 背泳ぎ  100m 11才

藤岡　　祐          ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳ            小学（5）25 男子 自由形   50m 11才

小学（5）26 男子 バタフライ   50m 11才

山口　花梨          ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ           高校（2）27 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）28 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）29 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

名塩　奈那          ﾅｼｵ ﾅﾅ              高校（2）30 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）31 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）32 女子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

曽我　幸加          ｿｶﾞ ｻﾁｶ             高校（1）33 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）34 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）35 女子 バタフライ  100m 15･16才

津隈　由子          ﾂｸﾏ ﾕｳｺ             高校（1）36 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）37 女子 自由形  400m 15･16才

佐々木　虹          ｻｻｷ ﾅﾅ              中学（3）38 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）39 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

中学（3）40 女子 個人メドレー  200m 15･16才

小林　未來          ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ            中学（1）41 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）42 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）43 女子 バタフライ   50m 13才

野口　志歩          ﾉｸﾞﾁ ｼﾎ             小学（6）44 女子 自由形   50m 12才

佐々木　空          ｻｻｷ ｿﾗ              小学（6）45 女子 自由形   50m 12才

小学（6）46 女子 自由形  100m 12才

小学（6）47 女子 自由形  200m 12才

菊池　宙奈          ｷｸﾁ ｿﾅ              小学（6）48 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）49 女子 背泳ぎ  100m 12才

11/59 ページ2019年12月16日 11:32:29



第14回兵庫県短水路選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
平井愛由未          ﾋﾗｲ ｱﾕﾐ             小学（5）50 女子 自由形   50m 11才

小学（5）51 女子 自由形  100m 11才

小学（5）52 女子 バタフライ   50m 11才

永田　千惺          ﾅｶﾞﾀ ﾁｻﾄ            小学（4）53 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）54 女子 バタフライ   50m 10才

27569
氏名: カナ: 学校:No.:

クボタ
性別: 申込種目:

佐竹　耕一          ｻﾀｹ ｺｳｲﾁ            一般1 男子 自由形   50m 一般

末次　皐月          ｽｴﾂｸﾞ ｻﾂｷ           一般2 女子 自由形   50m 一般

28305
氏名: カナ: 学校:No.:

県立小野高校
性別: 申込種目:

山本　真大          ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ            高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

三村　優奈          ﾐﾑﾗ ﾕﾅ              高校（2）2 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28309
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路商業高校
性別: 申込種目:

真鍋　朗音          ﾏﾅﾍﾞ ｱｷﾄ            高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

難波　和也          ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾔ           高校（2）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡　　謙佑          ｵｶ ｹﾝｽｹ             高校（1）6 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）7 男子 個人メドレー  400m 15･16才

梶原　　輝          ｶｼﾞﾜﾗ ｺｳ            高校（1）8 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）9 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

髙瀬　慶太          ﾀｶｾ ｹｲﾀ             高校（1）10 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

髙瀬　稜太          ﾀｶｾ ﾘｮｳﾀ            高校（1）11 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）12 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

影山　瞳冴          ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｳｺﾞ          高校（1）13 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）14 男子 自由形  400m 15･16才

杉本ひまり          ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ           高校（2）15 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）16 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

舩本　愛子          ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ            高校（2）17 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）18 女子 バタフライ   50m 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

衣笠　海音          ｷﾇｶﾞｻ ｱﾏﾈ           高校（1）20 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）21 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）22 女子 自由形  200m 15･16才

28310
氏名: カナ: 学校:No.:

県立御影高校
性別: 申込種目:

江木　宏騎          ｴｷﾞ ｺｳｷ             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 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

黒澤　寛人          ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾄ            高校（2）3 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

西崎　　馨          ﾆｼｻﾞｷ ｶｵﾙ           高校（2）5 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 個人メドレー  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

卜部　里花          ｳﾗﾍﾞ ﾘｶ             高校（1）7 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）8 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

石川　凪咲          ｲｼｶﾜ ﾅｷﾞｻ           高校（1）9 女子 自由形   50m 15･16才
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28331
氏名: カナ: 学校:No.:

北須磨高校
性別: 申込種目:

岡部　　翔          ｵｶﾍﾞ ｶｹﾙ            高校（2）1 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

堀上　諒馬          ﾎﾘｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ          高校（1）4 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）5 男子 バタフライ  200m 15･16才

稲葉　優果          ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｶ            高校（2）6 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28385
氏名: カナ: 学校:No.:

明石清水高校
性別: 申込種目:

松田　侑己          ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ            高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大森　葵琉          ｵｵﾓﾘ ｱｲﾙ            高校（2）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

浜田　優一          ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ           高校（2）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

谷塚　俊介          ﾀﾆﾂｶ ｼｭﾝｽｹ          高校（2）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

石塚　祐太          ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ           高校（2）6 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

吉村　大翔          ﾖｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ            高校（2）7 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

原田　理央          ﾊﾗﾀﾞ ﾘｵ             高校（1）8 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）9 男子 自由形  100m 15･16才

小林　千紘          ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ           高校（1）10 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）11 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）12 女子 バタフライ   50m 15･16才

石田　実蕗          ｲｼﾀﾞ ﾐﾌﾞｷ           高校（1）13 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）14 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）15 女子 バタフライ  100m 15･16才

28396
氏名: カナ: 学校:No.:

明石城西高校
性別: 申込種目:

今岡　綾音          ｲﾏｵｶ ｱﾔﾈ            高校（2）1 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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28507
氏名: カナ: 学校:No.:

市立尼崎高校
性別: 申込種目:

十田　一輝          ｼﾞｭｳﾀ ｶｽﾞｷ          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

夕部　大輝          ﾕｳﾍﾞ ﾀﾞｲｷ           高校（3）3 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

土井　　歩          ﾄﾞｲ ｱﾕﾑ             高校（3）5 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

田中　駿介          ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ           高校（2）7 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）9 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大門　慶悟          ｵｵｶﾄﾞ ｹｲｺﾞ          高校（2）10 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）12 男子 バタフライ  200m 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）13 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）14 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）15 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

立花　彩翔          ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔﾄ           高校（2）16 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）17 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）18 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

阿部　真翼          ｱﾍﾞ ﾏｵﾄ             高校（2）19 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）21 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

吉野　優平          ﾖｼﾉ ﾕｳﾍｲ            高校（2）22 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）23 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）24 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

縄井　健世          ﾅﾜｲ ｹﾝｾ             高校（1）25 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）26 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）27 男子 バタフライ  200m 15･16才

袖野　椋可          ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ           高校（1）28 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）29 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

高校（1）30 男子 個人メドレー  200m 15･16才

山田　海斗          ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ            高校（1）31 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）32 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）33 男子 個人メドレー  200m 15･16才

八田　圭人          ﾊｯﾀ ｹｲﾄ             高校（1）34 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）35 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）36 男子 バタフライ   50m 15･16才

吉岡亜矢都          ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ            高校（1）37 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）38 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）39 男子 バタフライ  100m 15･16才

大野なな実          ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ             高校（3）40 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）41 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

皆見　香琳          ﾐﾅﾐ ｶﾘﾝ             高校（3）42 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）43 女子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中前　凜音          ﾅｶﾏｴ ﾘｵﾝ            高校（2）44 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）45 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）46 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

入江　綾音          ｲﾘｴ ｱﾔﾈ             高校（1）47 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）48 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）49 女子 自由形  400m 15･16才
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若松あさひ          ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ            高校（1）50 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）51 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）52 女子 個人メドレー  200m 15･16才

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

米岡　敬真          ﾖﾈｵｶ ｹｲﾏ            高校（2）3 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

藤本　理子          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｺ            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

28516
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸高専 高
性別: 申込種目:

端村　郁哉          ﾊｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ            高校（3）1 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

米田　虎優          ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ           高校（2）3 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

冨士田健太朗         ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ          高校（2）4 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小川　　輝          ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ            高校（2）5 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

神尾　拓斗          ｶﾐｵ ﾀｸﾄ             高校（1）6 男子 個人メドレー  100m 15･16才

高校（1）7 男子 個人メドレー  200m 15･16才

下濱　　快          ｼﾓﾊﾏ ｶｲ             高校（1）8 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）9 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）10 男子 バタフライ   50m 15･16才

上岡　右京          ｶﾐｵｶ ｳｷｮｳ           高校（1）11 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）12 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）13 男子 バタフライ   50m 15･16才

川邊　愛貴          ｶﾜﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ          高校（1）14 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）15 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）16 男子 平泳ぎ  200m 15･16才
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28602
氏名: カナ: 学校:No.:

市川高校
性別: 申込種目:

福本　勝太          ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ           高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

福地　渚生          ﾌｸﾁ ｼｮｳ             高校（3）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

楠田　将也          ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ            高校（3）6 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）7 男子 個人メドレー  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

多鹿　正洋          ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ           高校（3）9 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）10 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小猿新太郎          ｺｻﾞﾙ ｼﾝﾀﾛｳ          高校（3）11 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）12 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

西田　圭希          ﾆｼﾀﾞ ﾖｼｷ            高校（3）13 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）14 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）15 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高橋　　駿          ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ            高校（2）16 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）17 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）18 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

加野　翔大          ｶﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ           高校（2）19 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北川　　凜          ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾝ            高校（2）21 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）22 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森田　遥大          ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ             高校（1）23 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）24 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）25 男子 バタフライ  200m 15･16才

北井　志宜          ｷﾀｲ ﾓﾄｷ             高校（1）26 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）27 男子 自由形  100m 15･16才

小川　雄大          ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾋ            高校（1）28 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）29 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）30 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

倉橋　宙史          ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ           高校（1）31 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）32 男子 バタフライ  200m 15･16才

立岩　朋純          ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ             高校（1）33 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）34 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

吉宮　浩之          ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ           高校（1）35 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）36 男子 自由形  100m 15･16才

濱野　瑠亜          ﾊﾏﾉ ﾙｱ              高校（1）37 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）38 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）39 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

大倉　瑞輝          ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ           高校（1）40 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）41 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）42 男子 自由形 1500m 15･16才
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28603
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院高等
性別: 申込種目:

高　　大輔          ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ            高校（3）1 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

藤原　大彰          ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ          高校（3）3 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

有友　敬亮          ｱﾘﾄﾓ ﾀｶｱｷ           高校（3）5 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）7 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

田中　一路          ﾀﾅｶ ｲﾁﾛ             高校（2）8 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）9 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

田中　駿真          ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ            高校（2）10 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡本　稜久          ｵｶﾓﾄ ﾘｸ             高校（1）12 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）13 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）14 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

伊藤　寛記          ｲﾄｳ ﾋﾛｷ             高校（1）15 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）16 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）17 男子 自由形  200m 15･16才

大澤　綜師          ｵｵｻﾜ ｿｳｼ            高校（1）18 男子 自由形   50m 15･16才

垣内　柊人          ｶｷｳﾁ ｼｭｳﾄ           高校（1）19 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）20 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）21 男子 自由形  400m 15･16才

山形紗陽香          ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾔｶ           高校（3）22 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）23 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

川本　悠乃          ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾉ            高校（2）24 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）25 女子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

清水　　琳          ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ             高校（2）26 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）27 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

馬場　ゆき          ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ             高校（2）28 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）29 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）30 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

渡瀬夢花里          ﾜﾀｾ ﾕｶﾘ             高校（1）31 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）32 女子 バタフライ  200m 15･16才
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28615
氏名: カナ: 学校:No.:

須磨学園高校
性別: 申込種目:

三原　慶悟          ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ            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

高校（3）3 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

佐藤　亮士          ｻﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ           高校（3）4 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松本　　陸          ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ             高校（2）6 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 男子 個人メドレー  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大塚　　宙          ｵｵﾂｶ ｿﾗ             高校（2）9 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

神谷　諭采          ｶﾐﾀﾆ ｻﾄﾙ            高校（2）11 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）12 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大平　理登          ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ            高校（1）13 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）14 男子 バタフライ  200m 15･16才

高校（1）15 男子 個人メドレー  200m 15･16才

鳴尾　夢月          ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ             高校（1）16 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）17 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）18 男子 バタフライ  200m 15･16才

南谷　泰志          ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾀｲｼ           高校（1）19 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）20 男子 個人メドレー  200m 15･16才

堀上　綺良          ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ             高校（3）21 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）22 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

内田　真樹          ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ             高校（3）23 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）24 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上根　悠香          ｶﾐﾈ ﾕｳｶ             高校（3）25 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）26 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）27 女子 背泳ぎ  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（3）28 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）29 女子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

村木　　心          ﾑﾗｷ ｺｺﾛ             高校（2）30 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）31 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

井上　真帆          ｲﾉｳｴ ﾏﾎ             高校（2）32 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）33 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）34 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中野　帆波          ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ             高校（2）35 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）36 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）37 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

貴島風海香          ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ            高校（1）38 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）39 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）40 女子 自由形  200m 15･16才

松本　　涼          ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ            高校（1）41 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）42 女子 個人メドレー  400m 15･16才

28622
氏名: カナ: 学校:No.:

三田学園高校
性別: 申込種目:

乾　　俊介          ｲﾇｲ ｼｭﾝｽｹ           高校（2）1 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

湯浅隆ノ介          ﾕｱｻ ﾘｭｳﾉｽｹ          高校（2）2 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

18/59 ページ2019年12月16日 11:32:31



第14回兵庫県短水路選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28623
氏名: カナ: 学校:No.:

仁川学院高校
性別: 申込種目:

西尾　一真          ﾆｼｵ ｶｽﾞﾏ            高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大野　佑太          ｵｵﾉ ﾕｳﾀ             高校（1）2 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）3 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  400m 15･16才

内原　心海          ｳﾁﾊﾗ ｺｺﾐ            高校（1）5 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）6 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）7 女子 バタフライ   50m 15･16才

松村　もえ          ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ             高校（1）8 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）9 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）10 女子 個人メドレー  200m 15･16才

28631
氏名: カナ: 学校:No.:

雲雀丘学園高
性別: 申込種目:

岡坂　大志          ｵｶｻｶ ﾀｲｼ            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

今西　泰雅          ｲﾏﾆｼ ﾀｲｶﾞ           高校（2）3 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

浦川　慧大          ｳﾗｶﾜ ｹｲﾀ            高校（2）4 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

益満　友規          ﾏｽﾐﾂ ﾄﾓｷ            高校（1）5 男子 自由形  100m 15･16才

尾﨑　春彦          ｵｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ           高校（1）6 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）7 男子 バタフライ  200m 15･16才

高校（1）8 男子 個人メドレー  100m 15･16才

小林　由佳          ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ            高校（2）9 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28668
氏名: カナ: 学校:No.:

泉中学
性別: 申込種目:

蔦川　真優          ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ            中学（2）1 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）2 女子 背泳ぎ  200m 14才

中学（2）3 女子 個人メドレー  200m 14才

28706
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫県教員Ｔ
性別: 申込種目:

皆越　　亮          ﾐﾅｺｼ ﾘｮｳ            一般1 男子 平泳ぎ   50m 一般

28711
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸市役所
性別: 申込種目:

平光　由侑          ﾋﾗﾐﾂ ﾖｼﾕｷ           一般1 男子 自由形   50m 一般

28743
氏名: カナ: 学校:No.:

ノーリツ        
性別: 申込種目:

豊留　新平          ﾄﾖﾄﾞﾒ ｼﾝﾍﾟｲ          一般1 男子 平泳ぎ   50m 一般

一般2 男子 平泳ぎ  100m 一般

19/59 ページ2019年12月16日 11:32:31



第14回兵庫県短水路選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別: 申込種目:

西垣　祐輝          ﾆｼｶﾞｷ ﾕｳｷ           高校（3）1 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小野　幹太          ｵﾉ ｶﾝﾀ              高校（1）4 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）5 男子 個人メドレー  400m 15･16才

加谷　幹登          ｶﾔ ﾐｷﾄ              高校（1）6 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）7 男子 個人メドレー  400m 15･16才

西垣　太陽          ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ          高校（1）8 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）9 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）10 男子 個人メドレー  400m 15･16才

小澤　大地          ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ           中学（2）11 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）12 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）13 男子 背泳ぎ  200m 14才

伊藤　息吹          ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ            小学（6）14 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）15 男子 背泳ぎ  100m 12才

松山　拓幹          ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ            小学（5）16 男子 自由形   50m 11才

小学（5）17 男子 背泳ぎ  100m 11才

上野　一輝          ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ            小学（5）18 男子 自由形   50m 11才

小学（5）19 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）20 男子 背泳ぎ  100m 11才

梶田　紫夕          ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ            高校（1）21 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）22 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）23 女子 自由形  200m 15･16才

藤本　祥花          ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ           中学（2）24 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）25 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）26 女子 背泳ぎ  200m 14才

田渕　涼華          ﾀﾌﾞﾁ ｽｽﾞｶ           中学（2）27 女子 バタフライ  100m 14才

中学（2）28 女子 バタフライ  200m 14才

大本　歩花          ｵｵﾓﾄ ﾎﾉｶ            中学（2）29 女子 自由形   50m 14才

黒木　優愛          ｸﾛｷ ﾕｳｱ             中学（2）30 女子 自由形  200m 14才

中学（2）31 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）32 女子 個人メドレー  400m 14才

秋庭ひなた          ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ            中学（2）33 女子 自由形   50m 14才

中学（2）34 女子 自由形  200m 14才

中学（2）35 女子 自由形  400m 14才

斉藤　　舞          ｻｲﾄｳ ﾏｲ             中学（1）36 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）37 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）38 女子 平泳ぎ  200m 13才

清水　桜奈          ｼﾐｽﾞ ｻﾅ             小学（5）39 女子 自由形  100m 11才

小学（5）40 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）41 女子 バタフライ  100m 11才
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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            大学（1）1 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（1）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

上口　紘平          ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ          高校（3）3 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

八木　大輝          ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ            高校（2）6 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

戸上　光助          ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ           中学（3）8 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）9 男子 自由形  200m 15･16才

中学（3）10 男子 バタフライ  200m 15･16才

小川　大貴          ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ            中学（3）11 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）12 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

吉田　貴範          ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ           中学（2）13 男子 自由形  200m 14才

中学（2）14 男子 自由形  400m 14才

中学（2）15 男子 個人メドレー  200m 14才

玉村颯一朗          ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ          中学（2）16 男子 バタフライ   50m 14才

中学（2）17 男子 バタフライ  100m 14才

西川　呂希          ﾆｼｶﾜ ﾛｷ             中学（2）18 男子 自由形   50m 14才

中学（2）19 男子 自由形  200m 14才

中学（2）20 男子 自由形  400m 14才

今井　奏良          ｲﾏｲ ｿﾗ              中学（2）21 男子 自由形   50m 14才

中学（2）22 男子 自由形  100m 14才

中学（2）23 男子 自由形  200m 14才

大槻　駿斗          ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ            中学（1）24 男子 個人メドレー  100m 13才

仁川　遥斗          ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ             中学（1）25 男子 自由形  100m 13才

中学（1）26 男子 バタフライ  200m 13才

中学（1）27 男子 個人メドレー  200m 13才

大宮　詩央          ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ            中学（1）28 男子 自由形   50m 13才

中学（1）29 男子 バタフライ   50m 13才

中学（1）30 男子 バタフライ  100m 13才

登　　飛瑛          ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ            中学（1）31 男子 バタフライ   50m 13才

中学（1）32 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）33 男子 バタフライ  200m 13才

連田　颯真          ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ             小学（6）34 男子 自由形  100m 12才

小学（6）35 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）36 男子 背泳ぎ  100m 12才

今井　詠奏          ｲﾏｲ ｳﾀ              小学（6）37 男子 自由形   50m 12才

小学（6）38 男子 自由形  100m 12才

小学（6）39 男子 背泳ぎ   50m 12才

端　　凌志          ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ            小学（6）40 男子 自由形  100m 12才

小学（6）41 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）42 男子 バタフライ  100m 12才

杉本　和真          ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ          小学（6）43 男子 自由形   50m 12才

小学（6）44 男子 自由形  100m 12才

小学（6）45 男子 平泳ぎ   50m 12才

中川　陽喜          ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ           小学（6）46 男子 自由形   50m 12才

小学（6）47 男子 自由形  100m 12才

小学（6）48 男子 バタフライ   50m 12才

上辻　大和          ｳｴﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ           小学（6）49 男子 自由形   50m 11才
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上辻　大和          ｳｴﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ           小学（6）50 男子 自由形  100m 11才

大﨑　一輝          ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ           小学（5）51 男子 自由形  100m 11才

小学（5）52 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）53 男子 バタフライ  100m 11才

西村　　零          ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ             小学（5）54 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）55 男子 平泳ぎ  100m 11才

朝山誠司郎          ｱｻﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ          小学（5）56 男子 自由形   50m 11才

小学（5）57 男子 自由形  100m 11才

小学（5）58 男子 背泳ぎ   50m 11才

岡部　煌輝          ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ            小学（5）59 男子 自由形   50m 11才

永本　空澄          ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ           小学（5）60 男子 自由形   50m 11才

小学（5）61 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）62 男子 平泳ぎ   50m 11才

髙岡　拓未          ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ            小学（5）63 男子 自由形   50m 11才

小学（5）64 男子 自由形  100m 11才

小学（5）65 男子 バタフライ   50m 11才

川畑　伍輝          ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ           小学（4）66 男子 自由形   50m 10才

吉田　　渉          ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ            小学（4）67 男子 自由形   50m 10才

小学（4）68 男子 背泳ぎ   50m 10才

谷口　遥希          ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｷ           小学（4）69 男子 自由形   50m 10才

櫻井　　佑          ｻｸﾗｲ ﾕｳ             小学（3）70 男子 自由形   50m 9才以下

小宮　紅葉          ｺﾐﾔ ｱｷ              大学（3）71 女子 背泳ぎ  100m 一般

大学（3）72 女子 背泳ぎ  200m 一般

北山ひより          ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ            高校（2）73 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）74 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）75 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小川　桃香          ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ            高校（2）76 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）77 女子 個人メドレー  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）78 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

西本　　怜          ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ             高校（2）79 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）80 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小阪　愛音          ｺｻｶ ｱﾏﾈ             高校（1）81 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）82 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

高校（1）83 女子 バタフライ  100m 15･16才

山本　英穂          ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ            高校（1）84 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）85 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）86 女子 自由形  400m 15･16才

上村　聖奈          ｳｴﾑﾗ ｾﾅ             高校（1）87 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）88 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）89 女子 自由形  400m 15･16才

岡部　仁胡          ｵｶﾍﾞ ﾆｺ             中学（3）90 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）91 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）92 女子 個人メドレー  100m 15･16才

西河　輝峰          ﾆｼｶﾜ ｷﾎ             中学（3）93 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）94 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）95 女子 個人メドレー  100m 15･16才

小倉　悠愛          ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ             中学（2）96 女子 自由形  100m 14才

中学（2）97 女子 自由形  200m 14才

中学（2）98 女子 自由形  400m 14才

小坂田　愛          ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ            中学（2）99 女子 自由形  100m 14才

中学（2）100 女子 平泳ぎ  100m 14才
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小坂田　愛          ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ            中学（2）101 女子 個人メドレー  100m 14才

上田　華蓮          ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ            中学（2）102 女子 自由形  100m 14才

中学（2）103 女子 自由形  200m 14才

中学（2）104 女子 自由形  400m 14才

前田　夏風          ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ            中学（2）105 女子 自由形  100m 14才

中学（2）106 女子 バタフライ   50m 14才

中学（2）107 女子 バタフライ  100m 14才

中野　陽菜          ﾅｶﾉ ﾋﾅ              中学（2）108 女子 自由形  200m 14才

中学（2）109 女子 自由形  400m 14才

中学（2）110 女子 個人メドレー  200m 14才

伊藤　凜奈          ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ             中学（1）111 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）112 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）113 女子 背泳ぎ  200m 13才

吉光　彩矢          ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ             中学（1）114 女子 自由形   50m 13才

中学（1）115 女子 自由形  100m 13才

西留　杏美          ﾆｼﾄﾞﾒ ｱﾝﾐ           小学（6）116 女子 自由形   50m 12才

小学（6）117 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）118 女子 バタフライ  100m 12才

荒本　結衣          ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ             小学（5）119 女子 自由形   50m 11才

小学（5）120 女子 自由形  100m 11才

小学（5）121 女子 背泳ぎ  100m 11才

山口　純怜          ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐﾚ           小学（5）122 女子 自由形   50m 11才

小学（5）123 女子 自由形  100m 11才

皐月　　静          ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ            小学（5）124 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）125 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）126 女子 平泳ぎ  100m 11才

諸角満里亜          ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ           小学（5）127 女子 自由形   50m 11才

小学（5）128 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）129 女子 背泳ぎ  100m 11才

桜井　琴心          ｻｸﾗｲ ｺﾄﾐ            小学（5）130 女子 自由形   50m 11才

小学（5）131 女子 平泳ぎ   50m 11才

大槻歩乃花          ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ            小学（5）132 女子 自由形   50m 11才

小学（5）133 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）134 女子 バタフライ  100m 11才

伊藤　杏奈          ｲﾄｳ ｱﾝﾅ             小学（4）135 女子 自由形   50m 10才

青野　来美          ｱｵﾉ ｸﾙﾐ             小学（4）136 女子 自由形   50m 10才

小学（4）137 女子 平泳ぎ   50m 10才

藥師　萌雅          ﾔｸｼ ﾒｲｶ             小学（4）138 女子 自由形   50m 10才

小学（4）139 女子 バタフライ   50m 10才

比嘉　杏佳          ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ             小学（4）140 女子 自由形   50m 10才

小学（4）141 女子 背泳ぎ   50m 10才
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28806
氏名: カナ: 学校:No.:

市川洗心館
性別: 申込種目:

高橋　　輝          ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ            小学（6）1 男子 自由形   50m 12才

髙尾　青奈          ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ             高校（2）2 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

石井　　伶          ｲｼｲ ﾚｲ              高校（1）4 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）5 女子 個人メドレー  200m 15･16才

若畑　侑珠          ﾜｶﾊﾀ ﾕｳﾐ            中学（1）6 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）7 女子 平泳ぎ  200m 13才

横田　紗菜          ﾖｺﾀ ｻﾅ              小学（6）8 女子 自由形   50m 12才

小学（6）9 女子 バタフライ  100m 12才

有吉　柚花          ｱﾘﾖｼ ﾕｽﾞｶ           小学（4）10 女子 自由形   50m 10才

28812
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ清和台
性別: 申込種目:

萬谷　太耀          ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ           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

高須　葉一          ﾀｶｽ ﾖｳｲﾁ            高校（1）3 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）4 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

和田晃太朗          ﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ            中学（2）5 男子 自由形  200m 14才

中学（2）6 男子 自由形  400m 14才

大谷　憲佑          ｵｵﾀﾆ ｹﾝｽｹ           小学（5）7 男子 自由形  100m 11才

小田垣諒香          ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾘｮｳｶ          高校（2）8 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）9 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

西山　　暖          ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ            高校（1）11 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）12 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）13 女子 自由形  400m 15･16才

山田　麻琴          ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ            中学（2）14 女子 背泳ぎ  200m 14才

中学（2）15 女子 個人メドレー  200m 14才

西山　　萌          ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ             中学（2）16 女子 自由形  100m 14才

中学（2）17 女子 自由形  200m 14才

中学（2）18 女子 自由形  400m 14才

皆田　麻央          ﾐﾅﾀﾞ ﾏｵ             小学（6）19 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）20 女子 平泳ぎ  100m 12才

中辻　愛梨          ﾅｶﾂｼﾞ ｱｲﾘ           小学（6）21 女子 自由形   50m 12才

小学（6）22 女子 自由形  100m 12才

小学（6）23 女子 バタフライ   50m 12才

和田　珠希          ﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ             小学（5）24 女子 自由形   50m 11才

小学（5）25 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）26 女子 バタフライ   50m 11才

田中　優衣          ﾀﾅｶ ﾕｲ              小学（5）27 女子 自由形   50m 11才

神場　優衣          ｶﾝﾊﾞ ﾕｲ             小学（5）28 女子 平泳ぎ   50m 11才

原田　菜那          ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ             小学（4）29 女子 自由形   50m 10才
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28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別: 申込種目:

久保田一矢          ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾔ           高校（2）1 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

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

高校（1）4 男子 バタフライ  200m 15･16才

日浦　悠人          ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ             高校（1）5 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）6 男子 自由形  400m 15･16才

北　　遼音          ｷﾀ ﾊﾙﾄ              小学（6）7 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）8 男子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）9 男子 個人メドレー  100m 12才

牛戸日向汰          ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ            小学（5）10 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）11 男子 背泳ぎ  100m 11才

小学（5）12 男子 個人メドレー  100m 11才

尾﨑　大翔          ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ            小学（5）13 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）14 男子 背泳ぎ  100m 11才

石川　　煌          ｲｼｶﾜ ｺｳ             小学（5）15 男子 自由形   50m 11才

小学（5）16 男子 自由形  100m 11才

北嶋　尚人          ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾄ           小学（5）17 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）18 男子 背泳ぎ  100m 11才

土岐　龍雅          ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ            小学（4）19 男子 自由形   50m 10才

小学（4）20 男子 自由形  100m 10才

小学（4）21 男子 バタフライ   50m 10才

草野　克仁          ｸｻﾉ ｶﾂﾄ             小学（4）22 男子 自由形   50m 10才

小学（4）23 男子 自由形  100m 10才

小学（4）24 男子 平泳ぎ   50m 10才

鳥塚瑛太郎          ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ          小学（4）25 男子 自由形   50m 10才

小学（4）26 男子 自由形  100m 10才

宮本　周侑          ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｽｹ          小学（3）27 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）28 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

大野　　快          ｵｵﾉ ｶｲ              小学（2）29 男子 自由形   50m 9才以下

岡井　夏凜          ｵｶｲ ｶﾘﾝ             中学（3）30 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）31 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）32 女子 自由形  200m 15･16才

森田　美友          ﾓﾘﾀ ﾐﾕ              中学（3）33 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）34 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）35 女子 バタフライ  200m 15･16才

中澤　　葵          ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ           中学（3）36 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）37 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

中学（3）38 女子 個人メドレー  200m 15･16才

青野　鈴夏          ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ            中学（2）39 女子 自由形  400m 14才

中学（2）40 女子 自由形  800m 14才

吉村　安珠          ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ           中学（2）41 女子 自由形  100m 14才

中学（2）42 女子 自由形  200m 14才

中学（2）43 女子 自由形  400m 14才

板谷　紗瑛          ｲﾀﾀﾆ ｻｴ             中学（2）44 女子 自由形  100m 14才

中学（2）45 女子 自由形  200m 14才

中学（2）46 女子 バタフライ  200m 14才

森田　彩乃          ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ             中学（2）47 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）48 女子 平泳ぎ  200m 14才

坂口理彩子          ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ           中学（2）49 女子 自由形  400m 14才
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坂口理彩子          ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ           中学（2）50 女子 自由形  800m 14才

中学（2）51 女子 バタフライ  200m 14才

樋口　実紅          ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ             中学（2）52 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）53 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）54 女子 背泳ぎ  200m 14才

小方　桃菜          ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ            中学（2）55 女子 バタフライ   50m 14才

中学（2）56 女子 バタフライ  100m 14才

阿部　　悠          ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ             中学（2）57 女子 バタフライ  200m 14才

中学（2）58 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）59 女子 個人メドレー  400m 14才

大野　麗奈          ｵｵﾉ ﾚﾅ              中学（1）60 女子 自由形  100m 13才

中学（1）61 女子 自由形  200m 13才

中学（1）62 女子 自由形  400m 13才

吉田　　凜          ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ             中学（1）63 女子 自由形  100m 13才

中学（1）64 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）65 女子 バタフライ  200m 13才

石躍　佐和          ｲｼｵﾄﾞﾘ ｻﾜ           小学（6）66 女子 自由形   50m 12才

小学（6）67 女子 自由形  100m 12才

小学（6）68 女子 個人メドレー  100m 12才

岡本　真緒          ｵｶﾓﾄ ﾏｵ             小学（6）69 女子 自由形   50m 12才

小学（6）70 女子 バタフライ   50m 12才

土井　千智          ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ             小学（6）71 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）72 女子 バタフライ  100m 12才

小学（6）73 女子 個人メドレー  100m 12才

齊藤　結菜          ｻｲﾄｳ ﾕﾅ             小学（5）74 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）75 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）76 女子 平泳ぎ  100m 11才

見浪　真美          ﾐﾅﾐ ﾏﾐ              小学（5）77 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）78 女子 背泳ぎ  100m 11才

坂口　倫菜          ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾅ            小学（5）79 女子 自由形   50m 11才

小学（5）80 女子 自由形  100m 11才

廣田　七海          ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ             小学（4）81 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）82 女子 平泳ぎ  100m 10才

野村　芽生          ﾉﾑﾗ ﾒｲ              小学（4）83 女子 自由形   50m 10才

小学（4）84 女子 自由形  100m 10才

藤井　咲羽          ﾌｼﾞｲ ｻﾜ             小学（4）85 女子 自由形   50m 10才

小学（4）86 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）87 女子 バタフライ  100m 10才

狩野　紗奈          ｶﾉｳ ｻﾅ              小学（4）88 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）89 女子 背泳ぎ  100m 10才

小学（4）90 女子 個人メドレー  100m 10才

尾関　葵衣          ｵｾﾞｷ ｱｵｲ            小学（3）91 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）92 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

副島　一蕗          ｿｴｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ          小学（3）93 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）94 女子 バタフライ   50m 9才以下

竹原千紗葵          ﾀｹﾊﾗ ﾁｻｷ            小学（3）95 女子 自由形   50m 9才以下

26/59 ページ2019年12月16日 11:32:33



第14回兵庫県短水路選手権水泳競技大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:

吉武勇太朗          ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ          高校（1）1 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）2 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）3 男子 自由形  400m 15･16才

水口　　唯          ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｲ           高校（1）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）5 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

野村　光希          ﾉﾑﾗ ｺｳｷ             中学（2）6 男子 自由形   50m 14才

中学（2）7 男子 自由形  100m 14才

中学（2）8 男子 自由形  400m 14才

藤田　航輝          ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ            中学（2）9 男子 平泳ぎ  100m 14才

金乙　達也          ｶﾅｵﾄ ﾀﾂﾔ            中学（2）10 男子 自由形   50m 14才

中学（2）11 男子 自由形  100m 14才

内本　　輝          ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ            中学（2）12 男子 自由形   50m 14才

中学（2）13 男子 自由形  100m 14才

中学（2）14 男子 自由形  200m 14才

山口　遥穂          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾎ           中学（1）15 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）16 男子 平泳ぎ  200m 13才

前崎　優斗          ﾏｴｻｷ ﾕｳﾄ            小学（6）17 男子 自由形   50m 12才

小学（6）18 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）19 男子 背泳ぎ  100m 12才

吉岡　慶士          ﾖｼｵｶ ｹｲｼ            小学（6）20 男子 自由形   50m 12才

小学（6）21 男子 自由形  100m 12才

遠藤　　優          ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ          小学（5）22 男子 自由形   50m 11才

小学（5）23 男子 自由形  100m 11才

小学（5）24 男子 バタフライ   50m 11才

安芸　慶太          ｱｷ ｹｲﾀ              小学（5）25 男子 自由形   50m 11才

小学（5）26 男子 自由形  100m 11才

藤田　悠輔          ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ           小学（5）27 男子 自由形   50m 11才

小学（5）28 男子 自由形  100m 11才

小学（5）29 男子 バタフライ   50m 11才

田中琥汰郎          ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ            小学（5）30 男子 自由形  100m 11才

小学（5）31 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）32 男子 平泳ぎ  100m 11才

塚原　　蓮          ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ             小学（5）33 男子 自由形   50m 11才

小学（5）34 男子 自由形  100m 11才

衛門　刻史          ｴﾓﾝ ﾄｷﾌﾐ            小学（4）35 男子 平泳ぎ   50m 10才

鈴木　梗乎          ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ            小学（4）36 男子 自由形   50m 10才

小学（4）37 男子 自由形  100m 10才

金田　　碧          ｶﾈﾀﾞ ｱｵ             小学（4）38 男子 自由形   50m 10才

山田　航世          ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ           小学（4）39 男子 バタフライ   50m 10才

七藏司隆斗          ﾅﾅｿﾞｳｼ ﾘｭｳﾄ          小学（4）40 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）41 男子 背泳ぎ  100m 10才

塚原　　馴          ﾂｶﾊﾗ ｼｭﾝ            小学（3）42 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（3）43 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）44 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

井上　真緒          ｲﾉｳｴ ﾏｵ             高校（1）45 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）46 女子 自由形  100m 15･16才

今西　花音          ｲﾏﾆｼ ｶﾉﾝ            中学（2）47 女子 自由形  100m 14才

中学（2）48 女子 自由形  400m 14才

中学（2）49 女子 バタフライ  100m 14才
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久保　優里          ｸﾎﾞ ﾕｳﾘ             中学（2）50 女子 自由形   50m 14才

中学（2）51 女子 自由形  100m 14才

衛門　果穂          ｴﾓﾝ ｶﾎ              中学（2）52 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）53 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）54 女子 平泳ぎ  200m 14才

堀上　彩良          ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ             中学（2）55 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）56 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）57 女子 個人メドレー  400m 14才

前田　彩乃          ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾉ            中学（1）58 女子 自由形   50m 13才

中学（1）59 女子 自由形  100m 13才

安元　彩雪          ﾔｽﾓﾄ ｻﾕｷ            中学（1）60 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）61 女子 平泳ぎ  200m 13才

金乙　帆香          ｶﾅｵﾄ ﾎﾉｶ            中学（1）62 女子 自由形   50m 12才

片岡　ゆう          ｶﾀｵｶ ﾕｳ             小学（6）63 女子 自由形   50m 12才

小学（6）64 女子 自由形  100m 12才

日下　結奈          ｸｻｶ ﾕｲﾅ             小学（6）65 女子 自由形  100m 12才

小学（6）66 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）67 女子 バタフライ  100m 12才

椿原　優希          ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾕｳｷ          小学（5）68 女子 自由形  100m 11才

小学（5）69 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）70 女子 平泳ぎ  100m 11才

田村　柚穂          ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ            小学（5）71 女子 自由形   50m 11才

小学（5）72 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）73 女子 バタフライ  100m 11才

平生　亜優          ﾋﾗｵ ｱﾕ              小学（5）74 女子 自由形   50m 11才

小学（5）75 女子 自由形  100m 11才

絹谷　千桜          ｷﾇﾀﾆ ﾁｻ             小学（5）76 女子 バタフライ   50m 11才

大塚　美咲          ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ            小学（5）77 女子 自由形   50m 11才

小学（5）78 女子 自由形  100m 11才

小学（5）79 女子 バタフライ   50m 11才

上原　真有          ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ            小学（5）80 女子 自由形   50m 11才

小学（5）81 女子 平泳ぎ   50m 11才

長尾　美咲          ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ            小学（5）82 女子 自由形  100m 11才

小学（5）83 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）84 女子 背泳ぎ  100m 11才

田中　陽菜          ﾀﾅｶ ﾋﾅ              小学（5）85 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）86 女子 平泳ぎ  100m 11才

濵口　希昊          ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ           小学（5）87 女子 自由形   50m 11才

小学（5）88 女子 自由形  100m 11才

三宗　琴葉          ﾐﾂﾑﾈ ｺﾄﾊ            小学（5）89 女子 自由形  100m 11才

小学（5）90 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）91 女子 背泳ぎ  100m 11才

石井　陽菜          ｲｼｲ ﾊﾙﾅ             小学（4）92 女子 自由形   50m 10才

小学（4）93 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）94 女子 背泳ぎ  100m 10才

松長　麻耶          ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾔ            小学（4）95 女子 自由形   50m 10才

小学（4）96 女子 背泳ぎ  100m 10才

小学（4）97 女子 バタフライ   50m 10才

高石　小夢          ﾀｶｲｼ ｺﾕﾒ            小学（4）98 女子 自由形   50m 10才

小学（4）99 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）100 女子 背泳ぎ  100m 10才
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藤井　瑠夏          ﾌｼﾞｲ ﾙﾅ             小学（3）101 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）102 女子 バタフライ   50m 9才以下

濵口　由昊          ﾊﾏｸﾞﾁ ﾐｿﾗ           小学（3）103 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）104 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

28821
氏名: カナ: 学校:No.:

ＢＩＧ姫路
性別: 申込種目:

須藤　尚之          ｽﾄﾞｳ ﾅｵﾕｷ           高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

縄田　大翔          ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ             高校（2）3 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

梅本　乙樹          ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ            小学（6）6 男子 自由形  100m 12才

小学（6）7 男子 背泳ぎ   50m 12才

吉浦　立稀          ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ            小学（6）8 男子 自由形   50m 12才

小学（6）9 男子 自由形  100m 12才

小学（6）10 男子 平泳ぎ   50m 12才

三田　啓介          ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ           小学（6）11 男子 自由形   50m 12才

北野　元就          ｷﾀﾉ ﾓﾄﾅﾘ            小学（5）12 男子 自由形   50m 11才

小学（5）13 男子 平泳ぎ  100m 11才

縄田　航希          ﾅﾜﾀ ｺｳｷ             小学（5）14 男子 自由形   50m 11才

小学（5）15 男子 自由形  100m 11才

小学（5）16 男子 バタフライ   50m 11才

吉浦　育飛          ﾖｼｳﾗ ｲｸﾄ            小学（4）17 男子 自由形   50m 10才

小学（4）18 男子 バタフライ   50m 10才

清水　楓日          ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ            高校（2）19 女子 個人メドレー  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 女子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

三上　陽奈          ﾐｶﾐ ﾋﾅ              小学（6）21 女子 自由形  100m 12才

小学（6）22 女子 バタフライ   50m 12才

加賀瀬百夏          ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ            小学（6）23 女子 自由形   50m 12才

小学（6）24 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）25 女子 個人メドレー  200m 12才

森　　杏香          ﾓﾘ ｷｮｳｶ             小学（6）26 女子 自由形  100m 12才

小学（6）27 女子 バタフライ   50m 12才

長谷川結菜          ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾅ           小学（6）28 女子 自由形   50m 12才

小学（6）29 女子 自由形  100m 12才

清水　菜緒          ｼﾐｽﾞ ﾅｵ             小学（6）30 女子 自由形  100m 12才

平賀のえる          ﾋﾗｶﾞ ﾉｴﾙ            小学（5）31 女子 自由形   50m 11才

小寺　心結          ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ             小学（5）32 女子 自由形   50m 11才

長谷川奈々          ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ            小学（4）33 女子 自由形   50m 10才

清王　梨花          ｾｲｵｳ ﾘﾝｶ            小学（3）34 女子 自由形   50m 9才以下
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28824
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮
性別: 申込種目:

井ノ上昭輝          ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ           高校（3）1 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

清水　歩空          ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ           高校（1）2 男子 自由形  200m 15･16才

増田　海翔          ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾄ            中学（3）3 男子 自由形  400m 15･16才

中学（3）4 男子 自由形 1500m 15･16才

松岡　颯汰          ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ            中学（3）5 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）6 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

勝部　太陽          ｶﾂﾍﾞ ﾀｲﾖｳ           中学（2）7 男子 自由形  100m 14才

中学（2）8 男子 自由形  200m 14才

中学（2）9 男子 自由形  400m 14才

山岡　大晟          ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ           中学（2）10 男子 自由形   50m 14才

中学（2）11 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）12 男子 バタフライ  200m 14才

大石　　快          ｵｵｲｼ ｶｲ             中学（2）13 男子 自由形  400m 14才

中学（2）14 男子 背泳ぎ  200m 14才

中学（2）15 男子 個人メドレー  200m 14才

前川　大和          ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ            小学（6）16 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）17 男子 バタフライ  100m 12才

小学（6）18 男子 個人メドレー  200m 12才

吉武伸之助          ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ          小学（6）19 男子 自由形  100m 12才

小学（6）20 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）21 男子 背泳ぎ  100m 12才

上田禮次郎          ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ          小学（5）22 男子 自由形   50m 11才

小学（5）23 男子 自由形  100m 11才

小学（5）24 男子 平泳ぎ   50m 11才

松本　崇弘          ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ           小学（5）25 男子 自由形   50m 11才

小学（5）26 男子 自由形  100m 11才

小学（5）27 男子 バタフライ   50m 11才

鈴木　悠真          ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ            小学（4）28 男子 自由形   50m 10才

小学（4）29 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）30 男子 バタフライ   50m 10才

前川　蒼空          ﾏｴｶﾜ ｿﾗ             小学（4）31 男子 自由形   50m 10才

小学（4）32 男子 バタフライ   50m 10才

西河　輝恭          ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ           小学（4）33 男子 自由形   50m 10才

吉識　晴道          ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ            小学（4）34 男子 自由形   50m 10才

阪本　禮斗          ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾄ            小学（3）35 男子 自由形   50m 9才以下

横田　涼乃          ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ            高校（3）36 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

下村　真彩          ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ            中学（3）37 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）38 女子 バタフライ  200m 15･16才

武内みなみ          ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ            中学（3）39 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）40 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）41 女子 自由形  200m 15･16才

大賀　　葵          ｵｵｶﾞ ｱｵｲ            中学（3）42 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）43 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）44 女子 個人メドレー  200m 15･16才

松本　悠里          ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ             中学（2）45 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）46 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）47 女子 平泳ぎ  200m 14才

浅尾萌々香          ｱｻｵ ﾓﾓｶ             中学（2）48 女子 自由形   50m 14才

中学（2）49 女子 自由形  100m 14才
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浅尾萌々香          ｱｻｵ ﾓﾓｶ             中学（2）50 女子 自由形  200m 14才

木村　陽香          ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ             中学（1）51 女子 自由形   50m 13才

中学（1）52 女子 自由形  100m 13才

中学（1）53 女子 背泳ぎ  100m 13才

坂本　麻衣          ｻｶﾓﾄ ﾏｲ             中学（1）54 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）55 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）56 女子 平泳ぎ  200m 13才

小林　優希          ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ            中学（1）57 女子 自由形  100m 13才

中学（1）58 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）59 女子 個人メドレー  200m 13才

森脇　素羽          ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ             中学（1）60 女子 自由形   50m 13才

今井　陽花          ｲﾏｲ ﾊﾙｶ             中学（1）61 女子 自由形   50m 13才

中学（1）62 女子 自由形  100m 13才

中学（1）63 女子 バタフライ  100m 13才

井ノ上萌々華         ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ            中学（1）64 女子 自由形   50m 13才

中学（1）65 女子 自由形  100m 13才

中学（1）66 女子 個人メドレー  200m 13才

中路　歩莉          ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ            小学（6）67 女子 自由形   50m 12才

小学（6）68 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）69 女子 背泳ぎ  100m 12才

澤地　　玲          ｻﾜｼﾞ ﾚｲ             小学（6）70 女子 自由形   50m 12才

小学（6）71 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）72 女子 バタフライ  100m 12才

川崎　なな          ｶﾜｻｷ ﾅﾅ             小学（6）73 女子 自由形  100m 12才

小学（6）74 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）75 女子 平泳ぎ   50m 12才

西野帆乃花          ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ             小学（6）76 女子 自由形   50m 12才

小学（6）77 女子 自由形  100m 12才

小学（6）78 女子 背泳ぎ   50m 12才

尾﨑　江子          ｵｻｷ ｴｺ              小学（6）79 女子 自由形   50m 12才

小学（6）80 女子 自由形  100m 12才

小学（6）81 女子 バタフライ   50m 12才

山戸　優佳          ﾔﾏﾄ ﾕｳｶ             小学（5）82 女子 自由形   50m 11才

小学（5）83 女子 自由形  100m 11才

小学（5）84 女子 バタフライ  100m 11才

勝部　美里          ｶﾂﾍﾞ ﾐｻﾄ            小学（5）85 女子 自由形   50m 11才

小学（5）86 女子 自由形  100m 11才

小学（5）87 女子 バタフライ   50m 11才

名村　心里          ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ             小学（5）88 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）89 女子 背泳ぎ  100m 11才

小学（5）90 女子 バタフライ   50m 11才

坂本　紗依          ｻｶﾓﾄ ｻｴ             小学（5）91 女子 自由形   50m 11才

小学（5）92 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）93 女子 平泳ぎ  100m 11才

三宅　咲織          ﾐﾔｹ ｻｵﾘ             小学（4）94 女子 自由形   50m 10才

小学（4）95 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）96 女子 バタフライ   50m 10才

大窪　ゆい          ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ            小学（4）97 女子 自由形   50m 10才

小学（4）98 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）99 女子 平泳ぎ   50m 10才

金丸　咲月          ｶﾅﾏﾙ ｻﾂｷ            小学（4）100 女子 自由形   50m 10才
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指方　心絆          ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ            小学（4）101 女子 自由形   50m 10才

小学（4）102 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）103 女子 バタフライ   50m 10才

酒井　柚奈          ｻｶｲ ﾕﾅ              小学（4）104 女子 自由形   50m 10才

小学（4）105 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）106 女子 平泳ぎ   50m 10才

青木　凛菜          ｱｵｷ ﾘﾝﾅ             小学（3）107 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）108 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）109 女子 バタフライ   50m 9才以下

林　　莉央          ﾊﾔｼ ﾘｵ              小学（3）110 女子 自由形   50m 9才以下

吉武　実桜          ﾖｼﾀｹ ﾐｵ             小学（2）111 女子 自由形   50m 9才以下
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28825
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ明石
性別: 申込種目:

末光　勇翔          ｽｴﾐﾂ ﾕｳﾄ            高校（2）1 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

泉　　昂志          ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ            中学（3）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

末光　唯楓          ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ           中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）4 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）5 男子 自由形  200m 15･16才

渡邊　洸輝          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ           中学（3）6 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）7 男子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）8 男子 バタフライ  100m 15･16才

原田　壮大          ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ            中学（2）9 男子 自由形   50m 14才

中学（2）10 男子 自由形  100m 14才

中学（2）11 男子 バタフライ  100m 14才

惣輪　　温          ｿﾜ ｱﾂｷ              中学（1）12 男子 自由形  100m 13才

中学（1）13 男子 自由形  200m 13才

中学（1）14 男子 個人メドレー  200m 13才

花澤　柊太          ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ          中学（1）15 男子 自由形  400m 13才

藤原　佳己          ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ           中学（1）16 男子 自由形  200m 13才

中学（1）17 男子 自由形  400m 13才

中学（1）18 男子 個人メドレー  200m 13才

藤原　直己          ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ           中学（1）19 男子 バタフライ   50m 13才

中学（1）20 男子 個人メドレー  200m 13才

藤井　亮多          ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ           小学（6）21 男子 自由形  100m 12才

小学（6）22 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）23 男子 バタフライ   50m 12才

加門　脩平          ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ           小学（6）24 男子 自由形   50m 12才

小学（6）25 男子 自由形  100m 12才

小学（6）26 男子 バタフライ   50m 12才

福田　將真          ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ           小学（6）27 男子 自由形  100m 12才

小学（6）28 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）29 男子 背泳ぎ  100m 12才

小西　悠太          ｺﾆｼ ﾕｳﾀ             小学（5）30 男子 自由形   50m 11才

小学（5）31 男子 自由形  100m 11才

小学（5）32 男子 背泳ぎ   50m 11才

前川　晃毅          ﾏｴｶﾜ ｺｳｷ            小学（5）33 男子 自由形   50m 11才

小学（5）34 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）35 男子 平泳ぎ  100m 11才

水谷　宗太          ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ           小学（4）36 男子 自由形   50m 10才

小学（4）37 男子 自由形  100m 10才

小学（4）38 男子 バタフライ   50m 10才

山田　凛星          ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｾｲ           小学（4）39 男子 自由形  100m 10才

小学（4）40 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）41 男子 バタフライ   50m 10才

渡邊　瑠樹          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ          小学（4）42 男子 自由形   50m 10才

小学（4）43 男子 自由形  100m 10才

藤井　日菜          ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ             中学（2）44 女子 自由形   50m 13才

中学（2）45 女子 自由形  100m 13才

渡邊　莉咲          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻｷ           中学（1）46 女子 自由形  100m 13才

中学（1）47 女子 自由形  200m 13才

中学（1）48 女子 自由形  400m 13才

髙原　　桜          ﾀｶﾊﾗ ｻｸﾗ            小学（6）49 女子 自由形  100m 12才
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髙原　　桜          ﾀｶﾊﾗ ｻｸﾗ            小学（6）50 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）51 女子 背泳ぎ  100m 12才

武市　和夏          ﾀｹﾁ ﾅﾂ              小学（6）52 女子 自由形   50m 12才

小学（6）53 女子 自由形  100m 12才

小学（6）54 女子 バタフライ  100m 12才

則包なのは          ﾉﾘｶﾈ ﾅﾉﾊ            小学（6）55 女子 自由形   50m 12才

小学（6）56 女子 自由形  100m 12才

小学（6）57 女子 バタフライ   50m 12才

田中　那海          ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ             小学（6）58 女子 自由形   50m 12才

小学（6）59 女子 自由形  100m 12才

小学（6）60 女子 背泳ぎ  100m 12才

塩谷　奈菜          ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ             小学（6）61 女子 自由形   50m 12才

小学（6）62 女子 自由形  100m 12才

小学（6）63 女子 バタフライ  100m 12才

園山　莉菜          ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ             小学（5）64 女子 自由形   50m 11才

小学（5）65 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）66 女子 平泳ぎ  100m 11才

大岡　実桜          ｵｵｵｶ ﾐｵ             小学（5）67 女子 自由形   50m 10才

小学（5）68 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）69 女子 平泳ぎ   50m 10才

武市彩緒里          ﾀｹﾁ ｲｵﾘ             小学（4）70 女子 自由形   50m 10才

小学（4）71 女子 自由形  100m 10才

小学（4）72 女子 バタフライ   50m 10才

28826
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩパール
性別: 申込種目:

上田　倭司          ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ            高校（1）1 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）3 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

勝部　　悠          ｶﾂﾍﾞ ﾕｳ             小学（6）4 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）5 男子 平泳ぎ  100m 12才

鵜野　颯輝          ｳﾉ ｻﾂｷ              小学（4）6 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）7 男子 背泳ぎ  100m 10才

吉田　祥次          ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ          小学（4）8 男子 自由形   50m 10才

小学（4）9 男子 自由形  100m 10才

小学（4）10 男子 平泳ぎ   50m 10才

國森　彩咲          ｸﾆﾓﾘ ｱﾔｻ            中学（1）11 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）12 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）13 女子 個人メドレー  200m 13才

金子　紗弓          ｶﾈｺ ｻﾕﾐ             中学（1）14 女子 自由形   50m 13才

中学（1）15 女子 自由形  100m 13才

島　　芽衣          ｼﾏ ﾒｲ               小学（5）16 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）17 女子 平泳ぎ  100m 11才

國森　好奏          ｸﾆﾓﾘ ｺﾉｶ            小学（5）18 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）19 女子 バタフライ  100m 11才

勝部　　凛          ｶﾂﾍﾞ ﾘﾝ             小学（4）20 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）21 女子 バタフライ  100m 10才

大山　夢羽          ｵｵﾔﾏ ﾑｳ             小学（4）22 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）23 女子 バタフライ  100m 10才
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28829
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ宝塚
性別: 申込種目:

廣本　　新          ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ            高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m 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

高校（2）3 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

株元　純一          ｶﾌﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ         高校（1）4 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）5 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

川越　悠河          ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ          高校（1）6 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）7 男子 自由形  200m 15･16才

竹内　　隼          ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ            高校（1）8 男子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）9 男子 バタフライ  100m 15･16才

霜下　拳敏          ｼﾓｼﾀ ｹﾋﾞﾝ           高校（1）10 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）11 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）12 男子 自由形  200m 15･16才

具志　一諒          ｸﾞｼ ｶｽﾞｱｷ           中学（3）13 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）14 男子 バタフライ  100m 15･16才

松田　悠里          ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ            中学（3）15 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）16 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）17 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

田中　稜人          ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ            中学（2）18 男子 自由形  400m 14才

中学（2）19 男子 自由形 1500m 14才

山田　優士          ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ            中学（2）20 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）21 男子 平泳ぎ  200m 14才

吉田　智栄          ﾖｼﾀﾞ ﾁｴｲ            小学（6）22 男子 自由形   50m 12才

小学（6）23 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）24 男子 バタフライ  100m 12才

竹腰　大悟          ﾀｹｺｼ ﾀﾞｲｺﾞ          小学（5）25 男子 自由形   50m 11才

小学（5）26 男子 自由形  100m 11才

小学（5）27 男子 バタフライ   50m 11才

甘利　優丹          ｱﾏﾘ ﾕﾆ              高校（2）28 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）29 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

髙辻　歩果          ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ           中学（2）30 女子 バタフライ   50m 14才

中学（2）31 女子 バタフライ  100m 14才

中学（2）32 女子 個人メドレー  400m 14才

友利　梨穂          ﾄﾓﾘ ﾘﾎ              中学（1）33 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）34 女子 平泳ぎ  200m 13才

中学（1）35 女子 個人メドレー  200m 13才

村上　優菜          ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ             中学（1）36 女子 自由形  100m 13才

中学（1）37 女子 自由形  200m 13才

中学（1）38 女子 自由形  400m 13才

三原　寛奈          ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ             中学（1）39 女子 自由形   50m 13才

中学（1）40 女子 自由形  100m 13才

中学（1）41 女子 自由形  400m 13才

北村　安梨          ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾘ            中学（1）42 女子 自由形   50m 13才

南　　侑愛          ﾐﾅﾐ ﾕｱ              小学（6）43 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）44 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）45 女子 平泳ぎ  200m 12才
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28831
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＴＶ垂水
性別: 申込種目:

甲斐　秀輝          ｶｲ ﾋﾃﾞｷ             高校（2）1 男子 個人メドレー  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

前田　悠太          ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ            高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）5 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

内海　秀翔          ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ           中学（2）6 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）7 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）8 男子 背泳ぎ  200m 14才

梅﨑　大樹          ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ           中学（2）9 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）10 男子 平泳ぎ  200m 14才

松本　匠真          ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ           中学（2）11 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）12 男子 平泳ぎ  200m 14才

松谷　一翔          ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ            小学（6）13 男子 自由形   50m 12才

小学（6）14 男子 自由形  100m 12才

小学（6）15 男子 背泳ぎ   50m 12才

石田十季子          ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ            高校（3）16 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）17 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

美藤　麻衣          ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ             高校（2）18 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

神達　朱音          ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｶﾈ           高校（1）21 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）22 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）23 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

北村　桜子          ｷﾀﾑﾗ ｻｸﾗｺ           小学（6）24 女子 自由形   50m 12才

小学（6）25 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）26 女子 背泳ぎ  100m 12才

小野友梨乃          ｵﾉ ﾕﾘﾉ              小学（6）27 女子 自由形   50m 12才

小学（6）28 女子 自由形  100m 12才

小学（6）29 女子 平泳ぎ   50m 12才

梅﨑　　華          ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ            小学（6）30 女子 自由形   50m 12才

小学（6）31 女子 自由形  100m 12才

小学（6）32 女子 個人メドレー  100m 12才

清水　瑠南          ｼﾐｽﾞ ﾙﾅ             小学（5）33 女子 平泳ぎ   50m 11才

山下　愛貴          ﾔﾏｼﾀ ｲﾂｷ            小学（5）34 女子 自由形  100m 11才

小学（5）35 女子 平泳ぎ   50m 11才

小央　希咲          ｺﾅｶﾜ ｷｻｷ            小学（4）36 女子 自由形   50m 10才
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28833
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ御影
性別: 申込種目:

松本波瑠馬          ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ            大学（1）1 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（1）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

森　　珠紀          ﾓﾘ ﾀﾏｷ              小学（6）3 男子 自由形   50m 12才

小学（6）4 男子 自由形  100m 12才

冨士田大佑          ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ          小学（5）5 男子 自由形   50m 11才

小阪　琉碧          ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ           小学（4）6 男子 自由形   50m 10才

池田明里紗          ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ            高校（2）7 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

清田　　輝          ｷﾖﾀ ｱｷﾗ             高校（1）9 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）10 女子 自由形  200m 15･16才

入江　結月          ｲﾘｴ ﾕﾂｷ             中学（3）11 女子 自由形  400m 15･16才

中学（3）12 女子 自由形  800m 15･16才

中学（3）13 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

池本　彩乃          ｲｹﾓﾄ ｱﾔﾉ            中学（3）14 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）15 女子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）16 女子 バタフライ  100m 15･16才

合葉　愛美          ｱｲﾊﾞ ﾏﾅﾐ            中学（2）17 女子 自由形  100m 14才

中学（2）18 女子 バタフライ  100m 14才

工藤しゅり          ｸﾄﾞｳ ｼｭﾘ            中学（1）19 女子 自由形   50m 13才

中学（1）20 女子 自由形  100m 13才

竹内　　紗          ﾀｹｳﾁ ｽｽﾞ            中学（1）21 女子 自由形  100m 13才

佐藤　来美          ｻﾄｳ ｸﾐ              小学（6）22 女子 自由形   50m 12才

小学（6）23 女子 バタフライ   50m 12才

森實小百合          ﾓﾘｻﾞﾈ ｻﾕﾘ           小学（6）24 女子 自由形   50m 12才

小学（6）25 女子 自由形  100m 12才

古川　紗雪          ﾌﾙｶﾜ ｻﾕｷ            小学（6）26 女子 自由形   50m 12才

小学（6）27 女子 自由形  100m 12才

小学（6）28 女子 バタフライ   50m 12才

池本　涼乃          ｲｹﾓﾄ ｽｽﾞﾉ           小学（5）29 女子 自由形   50m 11才

小学（5）30 女子 自由形  100m 11才

小学（5）31 女子 バタフライ   50m 11才

合葉　安香          ｱｲﾊﾞ ﾔｽｶ            小学（5）32 女子 自由形   50m 11才

小学（5）33 女子 自由形  100m 11才

小学（5）34 女子 背泳ぎ   50m 11才
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28840
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ
性別: 申込種目:

西尾　太希          ﾆｼｵ ﾀｲｷ             大学（1）1 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（1）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（1）3 男子 平泳ぎ  200m 一般

岡原　壮太          ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ            高校（2）4 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

神山　亮也          ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ           高校（2）5 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

江副　澪音          ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ            高校（1）7 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）8 男子 自由形  400m 15･16才

長島京志郎          ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ         高校（1）9 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）10 男子 自由形  400m 15･16才

馬場凜太朗          ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ          高校（1）11 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）12 男子 自由形  400m 15･16才

山路　公晴          ﾔﾏｼﾞ ｷﾐﾊﾙ           高校（1）13 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）14 男子 自由形  100m 15･16才

村上　汰晟          ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ           高校（1）15 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）16 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

向井　瑛希          ﾑｶｲ ｴｲｷ             高校（1）17 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）18 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）19 男子 自由形  200m 15･16才

新谷　琉偉          ｼﾝﾀﾆ ﾙｲ             中学（2）20 男子 自由形  100m 14才

村上　徹平          ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ          中学（1）21 男子 背泳ぎ  200m 13才

湯口　百恵          ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ            高校（2）22 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）23 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

新井　杏奈          ｱﾗｲ ｱﾝﾅ             高校（1）24 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）25 女子 自由形  100m 15･16才

古長みさと          ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ            高校（1）26 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）27 女子 自由形  100m 15･16才

椋本　　掬          ﾑｸﾓﾄ ｷｸ             中学（2）28 女子 バタフライ  100m 14才

中学（2）29 女子 個人メドレー  200m 14才

浅井　杏香          ｱｻｲ ﾓﾓｶ             中学（1）30 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）31 女子 平泳ぎ  200m 13才

井村　凪瀬          ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ            中学（1）32 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）33 女子 平泳ぎ  200m 13才

田村　朱里          ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ             中学（1）34 女子 自由形  200m 13才

中学（1）35 女子 自由形  400m 13才

辻阪　若菜          ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ           小学（6）36 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）37 女子 平泳ぎ  100m 12才

西尾　柚乃          ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ            小学（5）38 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）39 女子 平泳ぎ  100m 11才

28842
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＴ赤穂
性別: 申込種目:

浅野　航輝          ｱｻﾉ ｺｳｷ             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 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山本　楓芽          ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶﾞ           高校（3）3 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

清水　恵那          ｼﾐｽﾞ ｴﾅ             高校（1）4 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）5 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

河村　　凜          ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ             中学（3）6 女子 自由形   50m 15･16才
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28846
氏名: カナ: 学校:No.:

月泳会
性別: 申込種目:

開田　大誠          ｶｲﾀﾞ ﾀｲｾｲ           大学（4）1 男子 自由形   50m 一般

28848
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ姫路
性別: 申込種目:

尾﨑　隆太          ｵｻｷ ﾘｭｳﾀ            一般1 男子 自由形  400m 一般

一般2 男子 自由形 1500m 一般

一般3 男子 個人メドレー  400m 一般

小峯　輝羅          ｺﾐﾈ ｷﾗ              中学（3）4 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

中学（3）5 男子 個人メドレー  100m 15･16才

中学（3）6 男子 個人メドレー  200m 15･16才

野口　壱紳          ﾉｸﾞﾁ ｲｯｼﾝ           中学（3）7 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）8 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

津田　歩季          ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ            高校（2）9 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

竹中　杏羽          ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ           高校（1）12 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）13 女子 バタフライ  200m 15･16才

山﨑　彩花          ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ           高校（1）14 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）15 女子 自由形  400m 15･16才

井上　なつ          ｲﾉｳｴ ﾅﾂ             中学（2）16 女子 自由形  100m 14才

中学（2）17 女子 自由形  200m 14才

中学（2）18 女子 自由形  400m 14才

津田　陽薫          ﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ             中学（2）19 女子 自由形  200m 14才

中学（2）20 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）21 女子 個人メドレー  400m 14才

本田　彩乃          ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ            中学（1）22 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）23 女子 個人メドレー  400m 13才

28857
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ神鉄
性別: 申込種目:

重永　聡真          ｼｹﾞﾅｶﾞ ｿｳﾏ          高校（2）1 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松浦　大倭          ﾏﾂｳﾗ ﾔﾏﾄ            高校（1）4 男子 自由形 1500m 15･16才

高校（1）5 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）6 男子 バタフライ  200m 15･16才

白井　佑太          ｼﾗｲ ﾕｳﾀ             高校（1）7 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）8 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）9 男子 自由形  200m 15･16才

田中　琴美          ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ             高校（2）10 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）12 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

四ツ谷智香          ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ             高校（1）13 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）14 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）15 女子 バタフライ  200m 15･16才

高橋　紅葉          ﾀｶﾊｼ ｸﾚﾊ            中学（3）16 女子 個人メドレー  400m 15･16才
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28862
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ太子
性別: 申込種目:

紙田　花菜          ｶﾐﾀ ﾊﾅ              小学（6）1 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）2 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）3 女子 バタフライ   50m 12才

横内　秋菜          ﾖｺｳﾁ ｱｷﾅ            小学（5）4 女子 自由形   50m 11才

小学（5）5 女子 自由形  100m 11才

小学（5）6 女子 背泳ぎ   50m 11才

28865
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎市スポ振
性別: 申込種目:

番園　雅矢          ﾊﾞﾝｿﾞﾉ ﾏｻﾔ          一般1 男子 バタフライ   50m 一般

中西　一太          ﾅｶﾆｼ ｲｯﾀ            高校（1）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）3 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

山本　侑茉          ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ            小学（6）4 男子 自由形   50m 12才

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

小学（5）6 男子 バタフライ   50m 11才

中川　温心          ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｷ           小学（5）7 男子 自由形  100m 11才

小学（5）8 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）9 男子 個人メドレー  100m 11才

福井　寛人          ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ             小学（5）10 男子 自由形   50m 11才

小学（5）11 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）12 男子 バタフライ   50m 11才

横山誠太郎          ﾖｺﾔﾏ ｾｲﾀﾛｳ          小学（5）13 男子 自由形   50m 11才

小学（5）14 男子 自由形  100m 11才

頼末　陽太          ﾖﾘｽｴ ﾖｳﾀ            小学（4）15 男子 自由形   50m 10才

小学（4）16 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）17 男子 背泳ぎ  100m 10才

山田　杏奈          ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ            高校（1）18 女子 自由形   50m 15･16才

岡山　彩乃          ｵｶﾔﾏ ｱﾔﾉ            中学（2）19 女子 自由形   50m 14才

中学（2）20 女子 自由形  100m 14才

大室　澄玲          ｵｵﾑﾛ ｽﾐﾚ            中学（1）21 女子 個人メドレー  100m 13才

中学（1）22 女子 個人メドレー  200m 13才

頼末　夏希          ﾖﾘｽｴ ﾅﾂｷ            小学（6）23 女子 自由形   50m 12才

小学（6）24 女子 自由形  100m 12才

原　櫻里杏          ﾊﾗ ｻﾘｱ              小学（5）25 女子 自由形   50m 11才

小学（5）26 女子 自由形  100m 11才

小学（5）27 女子 バタフライ   50m 11才

中田　伶音          ﾅｶﾀ ﾚﾉﾝ             小学（3）28 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）29 女子 バタフライ   50m 9才以下
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28869
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ大久保
性別: 申込種目:

山本　祥平          ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ          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 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

原　　優斗          ﾊﾗ ﾕｳﾄ              高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）5 男子 バタフライ   50m 15･16才

大森　達稀          ｵｵﾓﾘ ﾀﾂｷ            中学（3）6 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）7 男子 自由形  100m 15･16才

中塚　一真          ﾅｶﾂｶ ｲｯｼﾝ           中学（3）8 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）9 男子 自由形  100m 15･16才

古閑　竜輝          ｺｶﾞ ﾘｭｳｷ            中学（2）10 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）11 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）12 男子 平泳ぎ  200m 14才

西馬　雄大          ﾆｼｳﾏ ﾕｳﾀ            中学（2）13 男子 自由形   50m 14才

中学（2）14 男子 自由形  100m 14才

長戸　春樹          ﾅｶﾞﾄ ﾊﾙｷ            中学（2）15 男子 バタフライ   50m 14才

中学（2）16 男子 バタフライ  100m 14才

森　　颯汰          ﾓﾘ ｿｳﾀ              中学（1）17 男子 自由形   50m 13才

中学（1）18 男子 自由形  100m 13才

木下　誠覇          ｷﾉｼﾀ ﾅﾙﾊ            中学（1）19 男子 自由形   50m 13才

中学（1）20 男子 自由形  100m 13才

櫻井　輝一          ｻｸﾗｲ ｺｳｲﾁ           小学（6）21 男子 自由形   50m 12才

藤原　秀斗          ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾄ          小学（6）22 男子 自由形   50m 12才

山下　菜月          ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ            高校（1）23 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）24 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）25 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

松野仁衣奈          ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ             高校（1）26 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）27 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）28 女子 自由形  800m 15･16才

寺田　菜那          ﾃﾗﾀﾞ ｻｲﾅ            高校（1）29 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）30 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

藤田　愛美          ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾐ            中学（2）31 女子 自由形   50m 14才

中学（2）32 女子 自由形  100m 14才

中学（2）33 女子 自由形  200m 14才

上田　なな          ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ             中学（1）34 女子 自由形   50m 13才

中学（1）35 女子 自由形  100m 13才

梅田　歩実          ｳﾒﾀﾞ ｱﾕﾐ            中学（1）36 女子 自由形   50m 13才

中学（1）37 女子 自由形  100m 13才

松野　寿音          ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾈ            小学（6）38 女子 自由形   50m 12才

小学（6）39 女子 自由形  100m 12才

小学（6）40 女子 バタフライ   50m 12才

西馬　奏美          ﾆｼｳﾏ ｶﾅﾐ            小学（6）41 女子 自由形   50m 12才

小学（6）42 女子 バタフライ   50m 12才

大森　聖菜          ｵｵﾓﾘ ｾﾅ             小学（5）43 女子 自由形   50m 11才

橋本　美織          ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ             小学（5）44 女子 自由形   50m 11才

小学（5）45 女子 自由形  100m 11才

小学（5）46 女子 背泳ぎ   50m 11才

荒木　未空          ｱﾗｷ ﾐｸ              小学（4）47 女子 自由形   50m 10才

小学（4）48 女子 自由形  100m 10才

小学（4）49 女子 バタフライ   50m 10才
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28870
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫之荘ＳＳ
性別: 申込種目:

寺田　充希          ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂｷ            高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）2 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）3 男子 自由形  200m 15･16才

竹内　慶悟          ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ           中学（2）4 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）5 男子 平泳ぎ  200m 14才

下田　瑞希          ｼﾓﾀﾞ ﾐｽﾞｷ           小学（6）6 男子 自由形   50m 12才

小学（6）7 男子 自由形  100m 12才

平井　優大          ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ           小学（5）8 男子 自由形  100m 11才

小学（5）9 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）10 男子 バタフライ  100m 11才

杉田　大翔          ｽｷﾞﾀ ﾀﾞｲﾄ           小学（5）11 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）12 男子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）13 男子 バタフライ   50m 11才

磯田　舜斗          ｲｿﾀﾞ ｼｭﾝﾄ           小学（5）14 男子 自由形   50m 11才

小学（5）15 男子 自由形  100m 11才

上田　瑛太          ｳｴﾀﾞ ｴｲﾀ            小学（5）16 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）17 男子 平泳ぎ  100m 11才

田中　　菖          ﾀﾅｶ ｱﾔﾒ             高校（3）18 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）19 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

比良　来望          ﾋﾗ ｸﾙﾐ              中学（2）20 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）21 女子 平泳ぎ  200m 14才

上田　結愛          ｳｴﾀﾞ ﾕﾒ             小学（6）22 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）23 女子 平泳ぎ  100m 12才

田尾しずく          ﾀｵ ｼｽﾞｸ             小学（4）24 女子 自由形   50m 10才

42/59 ページ2019年12月16日 11:32:42



第14回兵庫県短水路選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28872
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別: 申込種目:

三木　颯翔          ﾐｷ ﾊﾔﾄ              中学（2）1 男子 自由形  100m 14才

中学（2）2 男子 自由形  200m 14才

内海　陽生          ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ             小学（6）3 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）4 男子 バタフライ   50m 12才

清水　梨功          ｼﾐｽﾞ ﾘｸ             小学（6）5 男子 自由形  100m 12才

小学（6）6 男子 背泳ぎ   50m 12才

木下倫太郎          ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ          小学（6）7 男子 自由形  100m 12才

小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 12才

横山奏太朗          ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ          小学（5）9 男子 自由形   50m 11才

小学（5）10 男子 バタフライ   50m 11才

岡本　一歩          ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ           小学（5）11 男子 自由形  100m 11才

小学（5）12 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）13 男子 個人メドレー  100m 11才

佐藤煌太朗          ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ           小学（5）14 男子 自由形   50m 11才

小学（5）15 男子 自由形  100m 11才

小学（5）16 男子 背泳ぎ   50m 11才

宮野　蒼芭          ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ            小学（5）17 男子 自由形   50m 11才

小学（5）18 男子 背泳ぎ  100m 11才

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

小学（5）20 男子 背泳ぎ   50m 11才

西雄　友隼          ﾆｼｵ ﾕｳﾄ             小学（5）21 男子 自由形   50m 11才

小学（5）22 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）23 男子 背泳ぎ  100m 11才

神吉　玲登          ｶﾝｷ ﾚｲﾄ             小学（5）24 男子 自由形   50m 11才

小学（5）25 男子 バタフライ   50m 11才

内海　暁翔          ｳﾂﾐ ｱｷﾄ             小学（5）26 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）27 男子 バタフライ   50m 11才

間彦　秀亮          ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ           小学（4）28 男子 自由形   50m 10才

小学（4）29 男子 平泳ぎ   50m 10才

福田　萌乃          ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ            高校（3）30 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）31 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

児島　弥優          ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ             高校（1）32 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）33 女子 バタフライ  200m 15･16才

西雄　愛莉          ﾆｼｵ ｱｲﾘ             中学（2）34 女子 自由形   50m 14才

中学（2）35 女子 バタフライ   50m 14才

中学（2）36 女子 バタフライ  100m 14才

溝端　友美          ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ          中学（1）37 女子 個人メドレー  200m 13才

中川　琴葉          ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾊ           小学（6）38 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）39 女子 個人メドレー  200m 12才

段林　未來          ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｸ          小学（5）40 女子 自由形  100m 11才

小学（5）41 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）42 女子 バタフライ  100m 11才

北尾來怜羽          ｷﾀｵ ｸﾚﾊ             小学（5）43 女子 自由形   50m 11才

小学（5）44 女子 自由形  100m 11才

小学（5）45 女子 背泳ぎ   50m 11才

浅見　優希          ｱｻﾐ ﾕｳｷ             小学（4）46 女子 自由形   50m 10才

小学（4）47 女子 背泳ぎ   50m 10才

佐藤　瑛衣          ｻﾄｳ ｴｲ              小学（4）48 女子 自由形   50m 10才

小学（4）49 女子 平泳ぎ   50m 10才
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天川　心結          ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ             小学（4）50 女子 自由形   50m 10才

小学（4）51 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）52 女子 バタフライ   50m 10才

塚原　　楽          ﾂｶﾊﾗ ｻｻ             小学（4）53 女子 自由形   50m 10才

小学（4）54 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）55 女子 平泳ぎ   50m 10才

天川　結愛          ｱﾏｶﾜ ﾕｲ             小学（3）56 女子 バタフライ   50m 9才以下

28874
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン三田
性別: 申込種目:

志築　良宇          ｼｽﾞｷ ﾗｳ             中学（2）1 男子 自由形   50m 14才

中学（2）2 男子 自由形  100m 14才

志築　侶衣          ｼｽﾞｷ ﾛｲ             小学（6）3 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）4 男子 平泳ぎ  100m 12才

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

小学（5）6 男子 自由形  100m 11才

来住　尊斗          ｷｼ ﾐｺﾄ              小学（5）7 男子 自由形   50m 11才

小学（5）8 男子 自由形  100m 11才

加藤　　翼          ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ            小学（4）9 男子 自由形  100m 10才

小学（4）10 男子 背泳ぎ   50m 10才

伊藤あや乃          ｲﾄｳ ｱﾔﾉ             中学（2）11 女子 自由形   50m 14才

中学（2）12 女子 自由形  100m 14才

水野　果穂          ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ             中学（2）13 女子 自由形   50m 14才

中学（2）14 女子 自由形  200m 14才

松本　玲奈          ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ            小学（6）15 女子 自由形   50m 12才

小学（6）16 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）17 女子 平泳ぎ  100m 12才

篠木　悠姫          ｼﾉｷ ﾕｳｷ             小学（5）18 女子 自由形  100m 11才

小学（5）19 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）20 女子 バタフライ   50m 11才

田坂玲依菜          ﾀｻｶ ﾚｲﾅ             小学（5）21 女子 自由形  100m 11才

小学（5）22 女子 バタフライ   50m 11才

野村　陽心          ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋ             小学（5）23 女子 自由形  100m 11才

小学（5）24 女子 背泳ぎ   50m 11才

萩山　　凜          ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ            小学（5）25 女子 自由形   50m 11才

小学（5）26 女子 自由形  100m 11才

小学（5）27 女子 バタフライ   50m 11才

高橋　心菜          ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ            小学（5）28 女子 自由形   50m 11才

堀川　心愛          ﾎﾘｶﾜ ｺｺﾅ            小学（4）29 女子 自由形   50m 10才

小学（4）30 女子 自由形  100m 10才

小学（4）31 女子 バタフライ   50m 10才

水野　歩未          ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾐ            小学（4）32 女子 自由形   50m 10才

小学（4）33 女子 自由形  100m 10才

小学（4）34 女子 背泳ぎ   50m 10才

岡本　彩羽          ｵｶﾓﾄ ｲﾛﾊ            小学（3）35 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）36 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）37 女子 平泳ぎ   50m 9才以下
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28880
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西神
性別: 申込種目:

児玉　俊二          ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ          高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

赤坂　太成          ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ           高校（1）4 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）5 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）6 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

松尾　祐紀          ﾏﾂｵ ﾕｳｷ             中学（3）7 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）8 男子 バタフライ  200m 15･16才

松尾幸汰郎          ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾛｳ           中学（1）9 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）10 男子 バタフライ  200m 13才

德網　大星          ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ           小学（6）11 男子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）12 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）13 男子 バタフライ  100m 12才

木下ライト          ｷﾉｼﾀ ﾗｲﾄ            小学（5）14 男子 自由形   50m 11才

小学（5）15 男子 自由形  100m 11才

小川　颯大          ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ          小学（5）16 男子 自由形   50m 11才

小学（5）17 男子 自由形  100m 11才

津田　瑛太          ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ             小学（5）18 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）19 男子 背泳ぎ  100m 11才

社浦　大悟          ｼｬｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ          小学（5）20 男子 自由形   50m 11才

小学（5）21 男子 自由形  100m 11才

松本　遥哉          ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾔ            小学（5）22 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）23 男子 バタフライ  100m 11才

塚原　冬晴          ﾂｶﾊﾗ ﾄｳｾｲ           小学（5）24 男子 自由形   50m 11才

小学（5）25 男子 自由形  100m 11才

進士　元陽          ｼﾝｼﾞ ﾊﾙﾋ            小学（4）26 男子 自由形   50m 10才

鎌倉　　蓮          ｶﾏｸﾗ ﾚﾝ             小学（4）27 男子 背泳ぎ   50m 10才

皆越　　翔          ﾐﾅｺｼ ｶｹﾙ            小学（4）28 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）29 男子 平泳ぎ  100m 10才

安田　裕雅          ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶﾞ           小学（3）30 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）31 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

髙原　一樹          ﾀｶﾊﾗ ｲﾂｷ            小学（3）32 男子 自由形   50m 9才以下

吉田　芽生          ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ             中学（3）33 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）34 女子 自由形  100m 15･16才

宮崎　渚沙          ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ          中学（2）35 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）36 女子 個人メドレー  400m 14才

二宮　陽凪          ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ             中学（2）37 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）38 女子 平泳ぎ  200m 14才

田中　萌生          ﾀﾅｶ ﾒｲ              中学（2）39 女子 自由形  100m 14才

中学（2）40 女子 自由形  200m 14才

青木　海音          ｱｵｷ ﾐｵ              中学（2）41 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）42 女子 背泳ぎ  200m 14才

藤川ひまり          ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ           中学（1）43 女子 自由形  200m 13才

中学（1）44 女子 自由形  400m 13才

宮崎　若葉          ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ          小学（6）45 女子 自由形   50m 12才

小学（6）46 女子 自由形  100m 12才

小学（6）47 女子 背泳ぎ   50m 12才

宮崎　青葉          ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ          小学（6）48 女子 自由形   50m 12才

小学（6）49 女子 自由形  100m 12才
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花野　七海          ﾊﾅﾉ ﾅﾅﾐ             小学（6）50 女子 自由形   50m 12才

小学（6）51 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）52 女子 背泳ぎ  100m 12才

魚住　優衣          ｳｵｽﾞﾐ ﾕｲ            小学（6）53 女子 自由形   50m 12才

小学（6）54 女子 バタフライ   50m 12才

井上　侑紀          ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ            小学（5）55 女子 自由形   50m 11才

小学（5）56 女子 自由形  100m 11才

木下　璃愛          ｷﾉｼﾀ ﾘｱ             小学（5）57 女子 自由形   50m 11才

小学（5）58 女子 自由形  100m 11才

杉山未南音          ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾄ           小学（5）59 女子 自由形   50m 11才

大橋　智弓          ｵｵﾊｼ ｻﾄﾐ            小学（5）60 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）61 女子 平泳ぎ  100m 11才

中山実紗希          ﾅｶﾔﾏ ﾐｻｷ            小学（4）62 女子 自由形   50m 10才

小学（4）63 女子 バタフライ   50m 10才

石川　栞凪          ｲｼｶﾜ ｶﾝﾅ            小学（4）64 女子 自由形   50m 10才

小学（4）65 女子 背泳ぎ   50m 10才

赤松　　蘭          ｱｶﾏﾂ ﾗﾝ             小学（4）66 女子 自由形   50m 10才

小学（4）67 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）68 女子 背泳ぎ  100m 10才

伊藤　　育          ｲﾄｳ ﾊｸﾞﾐ            小学（4）69 女子 自由形   50m 10才

小学（4）70 女子 背泳ぎ   50m 10才

西原　羽音          ﾆｼﾊﾗ ﾊﾉﾝ            小学（3）71 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）72 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

社浦　有紗          ｼｬｳﾗ ｱﾘｻ            小学（3）73 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）74 女子 バタフライ   50m 9才以下

46/59 ページ2019年12月16日 11:32:45



第14回兵庫県短水路選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28881
氏名: カナ: 学校:No.:

マック武庫川
性別: 申込種目:

川合　篤志          ｶﾜｲ ｱﾂｼ             中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16才

中村　陽太          ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ            中学（2）3 男子 自由形   50m 14才

中学（2）4 男子 自由形  100m 14才

辻森　魁人          ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ           中学（2）5 男子 自由形  400m 14才

中学（2）6 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）7 男子 個人メドレー  400m 14才

田中　琉生          ﾀﾅｶ ﾙｲ              小学（6）8 男子 自由形  100m 12才

小学（6）9 男子 背泳ぎ   50m 12才

葛原　悠大          ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ           小学（5）10 男子 自由形  100m 11才

小学（5）11 男子 背泳ぎ   50m 11才

中島　琉矢          ﾅｶｼﾏ ﾘﾔ             小学（5）12 男子 自由形   50m 11才

井筒　友貴          ｲﾂﾞﾂ ﾄﾓｷ            小学（4）13 男子 自由形   50m 10才

田中　恵梨          ﾀﾅｶ ｴﾘ              中学（3）14 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）15 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

米田　　華          ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ             中学（2）16 女子 バタフライ  100m 14才

中学（2）17 女子 バタフライ  200m 14才

登山　優寿          ﾄﾔﾏ ﾕｽﾞ             中学（2）18 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）19 女子 平泳ぎ  200m 14才

大町　春瑠          ｵｵﾏﾁ ﾊﾙﾙ            中学（1）20 女子 自由形   50m 12才

中学（1）21 女子 自由形  100m 12才

若松　　凜          ﾜｶﾏﾂ ﾘﾝ             小学（6）22 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）23 女子 バタフライ   50m 12才

高森　夏鈴          ﾀｶﾓﾘ ｶﾘﾝ            小学（6）24 女子 自由形  100m 12才

小学（6）25 女子 バタフライ   50m 12才

徳橋　朋菜          ﾄｸﾊｼ ﾄﾓﾅ            小学（6）26 女子 自由形   50m 12才

小学（6）27 女子 背泳ぎ   50m 12才

岡本　夏怜          ｵｶﾓﾄ ｶﾚﾝ            小学（6）28 女子 自由形  100m 12才

小学（6）29 女子 平泳ぎ   50m 12才

豊田　淳子          ﾄﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ          小学（6）30 女子 自由形   50m 12才

小学（6）31 女子 背泳ぎ   50m 12才

佐井　唯莉          ｻｲ ﾕｲﾘ              小学（6）32 女子 自由形   50m 12才

小学（6）33 女子 自由形  100m 12才

小学（6）34 女子 バタフライ   50m 12才

中河　真心          ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝ            小学（6）35 女子 自由形   50m 12才

柴田　結生          ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ             小学（5）36 女子 自由形  100m 11才

小学（5）37 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）38 女子 バタフライ  100m 11才

中島　琉莉          ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ            小学（5）39 女子 自由形   50m 11才

小学（5）40 女子 自由形  100m 11才

小学（5）41 女子 バタフライ   50m 11才

中村　心香          ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ             小学（4）42 女子 自由形   50m 10才

小学（4）43 女子 自由形  100m 10才

小学（4）44 女子 平泳ぎ   50m 10才

東山　心音          ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｺﾈ          小学（4）45 女子 自由形   50m 10才

小学（4）46 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）47 女子 背泳ぎ  100m 10才
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藤野　聖也          ﾌｼﾞﾉ ｾｲﾔ            高校（1）1 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）2 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）3 男子 個人メドレー  200m 15･16才

山本　頼知          ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲﾁ            中学（2）4 男子 平泳ぎ  200m 14才

中学（2）5 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）6 男子 個人メドレー  400m 14才

平山　喜大          ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ           小学（5）7 男子 自由形   50m 11才

小学（5）8 男子 自由形  100m 11才

中島　丈瑠          ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ            小学（5）9 男子 自由形  100m 11才

小学（5）10 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）11 男子 背泳ぎ  100m 11才

大野　龍平          ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ           小学（5）12 男子 自由形  100m 11才

小学（5）13 男子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）14 男子 バタフライ   50m 11才

金谷　魁真          ｶﾅﾔ ｶｲﾏ             小学（5）15 男子 自由形   50m 11才

大塚　紘平          ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ           小学（4）16 男子 自由形   50m 10才

小学（4）17 男子 平泳ぎ   50m 10才

藤尾　怜生          ﾌｼﾞｵ ﾚｲ             小学（4）18 男子 平泳ぎ   50m 10才

中山　恭之          ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ           小学（4）19 男子 自由形   50m 10才

久斗　奈々          ﾋｻﾄ ﾅﾅ              高校（2）20 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）21 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）22 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡崎　　佳          ｵｶｻﾞｷ ｹｲ            中学（2）23 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）24 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）25 女子 背泳ぎ  200m 14才

佐々木ルル          ｻｻｷ ﾙﾙ              中学（2）26 女子 自由形  100m 14才

中学（2）27 女子 自由形  200m 14才

中学（2）28 女子 自由形  400m 14才

林　　舞桜          ﾊﾔｼ ﾏｵ              中学（1）29 女子 自由形   50m 13才

中学（1）30 女子 自由形  100m 13才

中学（1）31 女子 バタフライ  100m 13才

平山しおり          ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ            中学（1）32 女子 自由形  100m 13才

中学（1）33 女子 自由形  200m 13才

中学（1）34 女子 自由形  400m 13才

木下　結愛          ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ            中学（1）35 女子 平泳ぎ  200m 13才

中学（1）36 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）37 女子 個人メドレー  400m 13才

種田　果恵          ﾀﾈﾀﾞ ｶｴ             小学（6）38 女子 自由形  100m 12才

小学（6）39 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）40 女子 バタフライ  100m 12才

川村　咲葵          ｶﾜﾑﾗ ｻｷ             小学（6）41 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）42 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）43 女子 平泳ぎ  200m 12才

岡田　彩那          ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾅ            小学（6）44 女子 自由形  100m 12才

小学（6）45 女子 背泳ぎ   50m 12才

花岡　素実          ﾊﾅｵｶ ﾓﾄﾐ            小学（6）46 女子 自由形  100m 12才

小学（6）47 女子 背泳ぎ   50m 12才
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武本　優志          ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼ            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 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

児嶋　利弘          ｺｼﾞﾏ ﾘｸ             高校（1）3 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形 1500m 15･16才

都染　拓真          ﾂｿﾞﾒ ﾀｸﾏ            高校（1）5 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）6 男子 自由形  100m 15･16才

武本　航志          ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ            中学（3）7 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）8 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

伊藤　琉真          ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ            小学（4）9 男子 自由形   50m 10才

小学（4）10 男子 背泳ぎ   50m 10才

小東　あい          ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ            高校（2）11 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）12 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

菅原　萌那          ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ           高校（1）13 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

高校（1）14 女子 個人メドレー  200m 15･16才

駒川　　結          ｺﾏｶﾞﾜ ﾕｲ            高校（1）15 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）16 女子 自由形  400m 15･16才

松下　茜音          ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ            中学（3）17 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）18 女子 個人メドレー  200m 15･16才

安田　衣良          ﾔｽﾀﾞ ｿﾗ             中学（2）19 女子 自由形   50m 14才

中学（2）20 女子 自由形  100m 14才

伊藤　未来          ｲﾄｳ ﾐｷ              中学（2）21 女子 自由形  800m 14才

中学（2）22 女子 バタフライ  200m 14才

渡邊せいら          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾗ           小学（6）23 女子 自由形   50m 12才
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江口　遥都          ｴｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ            小学（6）1 男子 自由形   50m 12才

小学（6）2 男子 自由形  100m 12才

山下市太郎          ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾀﾛｳ          小学（6）3 男子 自由形   50m 12才

大野　遥斗          ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ             小学（5）4 男子 自由形   50m 11才

小学（5）5 男子 自由形  100m 11才

小学（5）6 男子 平泳ぎ   50m 11才

山本　隼士          ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ          小学（3）7 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）8 男子 バタフライ   50m 9才以下

志井　瑠座          ｼｲ ﾘｭｳｻﾞ            小学（3）9 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）10 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

板谷　紗葵          ｲﾀﾀﾆ ｻｷ             高校（1）11 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）12 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

丸井　花音          ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ             中学（3）13 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）14 女子 自由形  100m 15･16才

長谷川結衣          ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ            中学（3）15 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）16 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

石橋　由徠          ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ            中学（2）17 女子 バタフライ   50m 14才

中学（2）18 女子 バタフライ  100m 14才

中学（2）19 女子 バタフライ  200m 14才

今林　柚葉          ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ          中学（2）20 女子 自由形  200m 14才

中学（2）21 女子 自由形  400m 14才

国貞　愛佳          ｸﾆｻﾀﾞ ｱｲｶ           中学（1）22 女子 自由形  100m 13才

中学（1）23 女子 自由形  200m 13才

石橋　未望          ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾉ            中学（1）24 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）25 女子 平泳ぎ  100m 13才

石川ひより          ｲｼｶﾜ ﾋﾖﾘ            小学（6）26 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）27 女子 平泳ぎ  100m 12才

鵜島あかり          ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ            小学（6）28 女子 自由形   50m 12才

小学（6）29 女子 自由形  100m 12才

小学（6）30 女子 個人メドレー  200m 12才

今林　小夏          ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ          小学（5）31 女子 自由形  100m 11才

小学（5）32 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）33 女子 個人メドレー  200m 11才

江口　　舞          ｴｸﾞﾁ ﾏｲ             小学（4）34 女子 自由形   50m 10才

福岡　苺依          ﾌｸｵｶ ﾒｲ             小学（4）35 女子 自由形   50m 10才

中矢　純宇          ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ             小学（4）36 女子 自由形   50m 10才

永田　　杏          ﾅｶﾞﾀ ｱﾝｽﾞ           小学（4）37 女子 自由形   50m 10才

小学（4）38 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）39 女子 バタフライ  100m 10才

菖蒲池　鈴          ｼｮｳﾌﾞｲｹ ﾘﾝ          小学（3）40 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）41 女子 背泳ぎ   50m 9才以下
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28895
氏名: カナ: 学校:No.:

ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野
性別: 申込種目:

松村　駿佑          ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ          中学（2）1 男子 自由形  100m 14才

中学（2）2 男子 自由形  200m 14才

藤井　翔太          ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ           中学（2）3 男子 平泳ぎ  100m 14才

河合　仁楠          ｶﾜｲ ｼﾞﾅﾝ            小学（6）4 男子 自由形   50m 12才

小学（6）5 男子 自由形  100m 12才

小学（6）6 男子 バタフライ  100m 12才

友定　孝之          ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ          小学（6）7 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）8 男子 バタフライ  100m 12才

栗田蓮太郎          ｸﾘﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ           小学（5）9 男子 自由形   50m 11才

小学（5）10 男子 自由形  100m 11才

小学（5）11 男子 バタフライ   50m 11才

土井健太郎          ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ           小学（5）12 男子 自由形   50m 11才

村上　咲優          ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ             中学（1）13 女子 自由形  100m 13才

中学（1）14 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）15 女子 バタフライ  100m 13才

掘井　小春          ﾎﾘｲ ｺﾊﾙ             小学（6）16 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）17 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）18 女子 平泳ぎ   50m 12才

西山菜乃華          ﾆｼﾔﾏ ﾅﾉﾊ            小学（6）19 女子 自由形  100m 12才

小学（6）20 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）21 女子 バタフライ  100m 12才

森　　愛夏          ﾓﾘ ｱｲﾅ              小学（5）22 女子 自由形   50m 11才

小学（5）23 女子 背泳ぎ   50m 11才

掘井　愛乃          ﾎﾘｲ ｱｷﾉ             小学（4）24 女子 背泳ぎ   50m 10才

28901
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才

中学（3）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）3 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

田口　和輝          ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ           中学（2）4 男子 自由形   50m 14才

中学（2）5 男子 自由形  100m 14才

中学（2）6 男子 自由形  200m 14才

柳田　倖輔          ﾔﾅｷﾞﾀ ｺｳｽｹ          中学（2）7 男子 自由形   50m 14才

中学（2）8 男子 自由形  100m 14才

中学（2）9 男子 バタフライ   50m 14才

岡住　直和          ｵｶｽﾞﾐ ﾅｵﾄ           中学（2）10 男子 バタフライ   50m 14才

中学（2）11 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）12 男子 バタフライ  200m 14才

倉橋　初芽          ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ            中学（2）13 女子 自由形   50m 14才

中学（2）14 女子 自由形  800m 14才

中学（2）15 女子 個人メドレー  400m 14才

28902
氏名: カナ: 学校:No.:

各駅停車ＳＣ
性別: 申込種目:

大西　佑樹          ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ            一般1 男子 自由形   50m 一般

一般2 男子 自由形  100m 一般
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28904
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ相生
性別: 申込種目:

尾林　朝陽          ｵﾊﾞﾔｼ ｱｻﾋ           大学（1）1 男子 自由形   50m 一般

中川　育海          ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸﾐ           中学（2）2 男子 自由形   50m 14才

中学（2）3 男子 自由形  100m 14才

中学（2）4 男子 背泳ぎ  200m 14才

久保　　翔          ｸﾎﾞ ｶｹﾙ             中学（2）5 男子 自由形   50m 14才

北本　悠介          ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ           中学（2）6 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）7 男子 個人メドレー  400m 14才

山本　安珠          ﾔﾏﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ          小学（6）8 男子 自由形   50m 12才

小学（6）9 男子 自由形  100m 12才

小学（6）10 男子 バタフライ   50m 12才

河野　瑛甫          ｶﾜﾉ ｴｲｽｹ            小学（6）11 男子 自由形   50m 12才

小学（6）12 男子 自由形  100m 12才

小学（6）13 男子 バタフライ   50m 12才

小林　恭也          ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ          小学（6）14 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）15 男子 背泳ぎ  100m 12才

伊藤　桜也          ｲﾄｳ ｵｳﾔ             小学（5）16 男子 自由形  100m 11才

小学（5）17 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）18 男子 平泳ぎ   50m 11才

山本　智也          ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ            小学（4）19 男子 バタフライ   50m 10才

小林　巧武          ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ           小学（4）20 男子 自由形   50m 10才

小学（4）21 男子 自由形  100m 10才

小学（4）22 男子 バタフライ   50m 10才

宮城　　和          ﾐﾔｷﾞ ﾉﾄﾞｶ           中学（3）23 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）24 女子 個人メドレー  200m 15･16才

松岡　優奈          ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾅ            中学（2）25 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）26 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）27 女子 平泳ぎ  200m 14才

糸山　桜彩          ｲﾄﾔﾏ ｻｱﾔ            中学（2）28 女子 自由形   50m 14才

中学（2）29 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）30 女子 平泳ぎ  200m 14才

内海　実咲          ｳﾂﾐ ﾐｻｷ             小学（5）31 女子 自由形   50m 11才

山本　夢来          ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾗ             小学（5）32 女子 自由形   50m 11才

小学（5）33 女子 自由形  100m 11才

小学（5）34 女子 平泳ぎ   50m 11才

向田　結菜          ﾑｶｲﾀﾞ ﾕｲﾅ           小学（4）35 女子 平泳ぎ   50m 10才
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28914
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸北町Vivo
性別: 申込種目:

上野本　然          ｳｴﾉﾓﾄ ｾﾞﾝ           小学（5）1 男子 自由形   50m 11才

小学（5）2 男子 自由形  100m 11才

青木　　暖          ｱｵｷ ﾊﾙ              小学（5）3 男子 自由形   50m 11才

内田　歩夢          ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ            中学（1）4 女子 自由形   50m 13才

中学（1）5 女子 自由形  100m 13才

友重　智美          ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ           中学（1）6 女子 自由形  100m 13才

阪本　望帆          ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ             小学（6）7 女子 自由形  100m 12才

小学（6）8 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）9 女子 個人メドレー  200m 12才

秋葉　結衣          ｱｷﾊﾞ ﾕｲ             小学（5）10 女子 自由形   50m 11才

小学（5）11 女子 自由形  100m 11才

小学（5）12 女子 背泳ぎ   50m 11才
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28921
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ西神戸
性別: 申込種目:

平山　　駿          ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ            高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m 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

高校（2）3 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

重國　陽壮          ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ           高校（1）4 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）5 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）6 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

上根　秀斗          ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ            中学（3）7 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）8 男子 バタフライ  200m 15･16才

中学（3）9 男子 個人メドレー  200m 15･16才

日下　竜成          ｸｻｶ ﾘｭｳｾｲ           中学（3）10 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）11 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）12 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

屋村　優斗          ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ             中学（2）13 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）14 男子 個人メドレー  200m 14才

洲﨑　透真          ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ            中学（2）15 男子 自由形   50m 14才

中学（2）16 男子 自由形  100m 14才

中学（2）17 男子 背泳ぎ  100m 14才

藤澤　明輝          ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ           中学（2）18 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）19 男子 バタフライ  200m 14才

中学（2）20 男子 個人メドレー  200m 14才

斉藤　　瑛          ｻｲﾄｳ ｴｲ             中学（2）21 男子 自由形  200m 14才

中学（2）22 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）23 男子 個人メドレー  400m 14才

藤原　拓人          ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾄ           中学（2）24 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）25 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）26 男子 背泳ぎ  200m 14才

沖村　恒祐          ｵｷﾑﾗ ｺｳｽｹ           小学（6）27 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）28 男子 背泳ぎ  100m 12才

押部　　晃          ｵｼﾍﾞ ﾋｶﾙ            小学（6）29 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）30 男子 平泳ぎ  100m 12才

佐藤　夏輝          ｻﾄｳ ﾅﾂｷ             小学（5）31 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）32 男子 平泳ぎ  100m 11才

福田　峻大          ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾄ           小学（5）33 男子 背泳ぎ   50m 11才

藤田　想真          ﾌｼﾞﾀ ｿｳﾏ            小学（5）34 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）35 男子 バタフライ  100m 11才

山下　和真          ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ           小学（4）36 男子 自由形   50m 10才

小学（4）37 男子 自由形  100m 10才

吉川　幸輝          ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ            小学（4）38 男子 自由形   50m 10才

小学（4）39 男子 バタフライ   50m 10才

藤波　祥景          ﾌｼﾞﾅﾐ ｼｮｳｹｲ          小学（4）40 男子 自由形   50m 10才

小学（4）41 男子 背泳ぎ   50m 10才

沖村　亮祐          ｵｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ          小学（4）42 男子 自由形   50m 10才

小学（4）43 男子 バタフライ   50m 10才

近藤　　翔          ｺﾝﾄﾞｳ ｶｹﾙ           小学（3）44 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）45 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

宮崎いぶき          ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ          中学（3）46 女子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）47 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）48 女子 バタフライ  200m 15･16才

大濵　心花          ｵｵﾊﾏ ｻﾈｶ            中学（2）49 女子 背泳ぎ   50m 14才
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大濵　心花          ｵｵﾊﾏ ｻﾈｶ            中学（2）50 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）51 女子 背泳ぎ  200m 14才

小林　　楓          ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ          中学（2）52 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）53 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）54 女子 平泳ぎ  200m 14才

黒岩　徠夏          ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ            中学（1）55 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）56 女子 背泳ぎ  200m 13才

中学（1）57 女子 個人メドレー  200m 13才

清水　南帆          ｼﾐｽﾞ ﾅﾎ             中学（1）58 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）59 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）60 女子 背泳ぎ  200m 13才

森　　絆菜          ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ             中学（1）61 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）62 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）63 女子 バタフライ  200m 13才

西海　穂泉          ﾆｼｳﾐ ﾎｽﾞﾐ           中学（1）64 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）65 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）66 女子 背泳ぎ  200m 13才

王野　　遥          ｵｵﾉ ﾊﾙｶ             小学（6）67 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）68 女子 バタフライ  100m 12才

上田菜々葉          ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ            小学（6）69 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）70 女子 バタフライ  100m 12才

小学（6）71 女子 個人メドレー  200m 12才

森岡　来望          ﾓﾘｵｶ ｸﾙﾐ            小学（6）72 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）73 女子 背泳ぎ  100m 12才

﨑山　紗衣          ｻｷﾔﾏ ｻｴ             小学（5）74 女子 自由形   50m 11才

小学（5）75 女子 背泳ぎ   50m 11才

藤澤ひかり          ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾘ           小学（5）76 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）77 女子 バタフライ  100m 11才

高橋　彩芽          ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ            小学（5）78 女子 自由形   50m 11才

小学（5）79 女子 自由形  100m 11才

中村　綺那          ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ            小学（5）80 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）81 女子 平泳ぎ  100m 11才

清水　舞帆          ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ             小学（5）82 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）83 女子 背泳ぎ  100m 11才

井上　紗良          ｲﾉｳｴ ｻﾗ             小学（4）84 女子 自由形   50m 10才

小学（4）85 女子 バタフライ   50m 10才

前原子々夏          ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ            小学（4）86 女子 自由形   50m 10才

小学（4）87 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）88 女子 バタフライ   50m 10才

檀野　紗良          ﾀﾞﾝﾉ ｻﾗ             小学（4）89 女子 自由形   50m 10才

小学（4）90 女子 自由形  100m 10才

和田　莉愛          ﾜﾀﾞ ﾚｲｱ             小学（3）91 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

坂井　輝星          ｻｶｲ ｷﾗﾗ             小学（3）92 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）93 女子 バタフライ   50m 9才以下

澤村　美寿          ｻﾜﾑﾗ ﾐｺﾄ            小学（3）94 女子 平泳ぎ   50m 9才以下
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28923
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ姫路
性別: 申込種目:

志水　建斗          ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ            高校（2）1 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北村　峻聖          ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ          高校（1）3 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）4 男子 個人メドレー  400m 15･16才

根上　雪華          ﾈｶﾞﾐ ﾕｷｶ            高校（1）5 女子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）6 女子 個人メドレー  400m 15･16才

山川恵里奈          ﾔﾏｶﾜ ｴﾘﾅ            小学（6）7 女子 自由形   50m 12才

小学（6）8 女子 自由形  100m 12才

小学（6）9 女子 背泳ぎ   50m 12才

佐伯　星奈          ｻｴｷ ｾﾅ              小学（5）10 女子 自由形   50m 11才

小学（5）11 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）12 女子 個人メドレー  100m 11才

28924
氏名: カナ: 学校:No.:

家島ＳＣ
性別: 申込種目:

山本　　慶          ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ             小学（6）1 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）2 男子 バタフライ   50m 12才

竹中　伯燿          ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ           小学（5）3 男子 平泳ぎ   50m 11才

桂　　壮佑          ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ            小学（5）4 男子 背泳ぎ   50m 11才

上田　梨愛          ｳｴﾀﾞ ﾘｱ             小学（6）5 女子 自由形  100m 12才

小学（6）6 女子 バタフライ   50m 12才

小林　愛來          ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ           小学（6）7 女子 自由形  100m 12才

小学（6）8 女子 平泳ぎ   50m 12才

28931
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｂ＆Ｇ猪名川
性別: 申込種目:

竹川　将則          ﾀｹｶﾜ ﾏｻﾉﾘ           一般1 男子 バタフライ  100m 一般

山本　尚志          ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ            一般2 男子 平泳ぎ   50m 一般

一般3 男子 平泳ぎ  100m 一般

和田　健太          ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀ             一般4 男子 自由形   50m 一般

一般5 男子 バタフライ   50m 一般

前川　昌吾          ﾏｴｶﾜ ｼｮｳｺﾞ          一般6 男子 自由形   50m 一般

畑上　直也          ﾊﾀｶﾞﾐ ﾅｵﾔ           大学（4）7 男子 自由形   50m 一般

山本　勇斗          ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ            大学（4）8 男子 自由形   50m 一般

鷲東　大地          ﾜｼﾄｳ ﾀﾞｲﾁ           高校（2）9 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

丸山　倖生          ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｾｲ           高校（2）10 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

馬場　冬真          ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾏ           中学（3）12 男子 個人メドレー  200m 15･16才

山田　稀介          ﾔﾏﾀﾞ ｷｽｹ            中学（2）13 男子 自由形  100m 14才

三昌　拓真          ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ             小学（5）14 男子 自由形   50m 11才

吉本　真弓          ﾖｼﾓﾄ ﾏﾕﾐ            一般15 女子 自由形   50m 一般

一般16 女子 バタフライ   50m 一般

中嶋望々花          ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ           高校（2）17 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）18 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中村　友菜          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ            高校（2）19 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小縣　愛華          ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ            高校（1）20 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）21 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

南家　亜衣          ﾅﾝｹ ｱｲ              中学（1）22 女子 自由形   50m 13才

西本帆乃夏          ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ            小学（6）23 女子 自由形  100m 12才

小学（6）24 女子 バタフライ   50m 12才
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28932
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ夙川
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才

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）3 男子 自由形  200m 15･16才

東原　航太          ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺｳﾀ          中学（2）4 男子 自由形  400m 14才

大井　瑚夏          ｵｵｲ ｺﾅﾂ             中学（1）5 女子 自由形  200m 13才

中学（1）6 女子 自由形  400m 13才

中学（1）7 女子 自由形  800m 13才

井上　　奏          ｲﾉｳｴ ｿｳ             小学（6）8 女子 自由形  100m 12才

小学（6）9 女子 自由形  200m 12才

小学（6）10 女子 自由形  400m 12才

50002
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪教育大学
性別: 申込種目:

恵田　史偉          ｴﾀﾞ ｼｴﾗ             大学（1）1 男子 バタフライ  100m 一般

大学（1）2 男子 バタフライ  200m 一般

信田　涼介          ﾉﾌﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ          大学（1）3 男子 自由形   50m 一般

大学（1）4 男子 自由形  100m 一般

樫根滉太郎          ｶｼﾈ ｺｳﾀﾛｳ           大学（1）5 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（1）6 男子 平泳ぎ  200m 一般

50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大学
性別: 申込種目:

佐多　直浩          ｻﾀ ﾅｵﾋﾛ             大学（3）1 男子 自由形  100m 一般

大学（3）2 男子 自由形  200m 一般

大谷　　洸          ｵｵﾀﾆ ﾋｶﾙ            大学（3）3 男子 平泳ぎ  200m 一般

大学（3）4 男子 個人メドレー  400m 一般

大川　航輝          ｵｵｶﾜ ｺｳｷ            大学（3）5 男子 バタフライ  100m 一般

平松　聖隆          ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ           大学（3）6 男子 自由形  100m 一般

藤田　紘希          ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ            大学（2）7 男子 背泳ぎ   50m 一般

大学（2）8 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（2）9 男子 背泳ぎ  200m 一般

塩川　裕也          ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ            大学（2）10 男子 自由形  100m 一般

大学（2）11 男子 背泳ぎ   50m 一般

大谷　雄剛          ｵｵﾀﾆ ﾕｳｺﾞｳ          大学（1）12 男子 個人メドレー  400m 一般

山本　雪乃          ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉ            大学（3）13 女子 背泳ぎ   50m 一般

大学（3）14 女子 背泳ぎ  100m 一般

大学（3）15 女子 背泳ぎ  200m 一般
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50009
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸大学
性別: 申込種目:

平松　亮祐          ﾋﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ          大学（3）1 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（3）2 男子 平泳ぎ  200m 一般

松阪　竜希          ﾏﾂｻｶ ﾘｭｳｷ           大学（1）3 男子 バタフライ   50m 一般

大学（1）4 男子 バタフライ  100m 一般

森本　熱海          ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂﾐ            大学（1）5 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（1）6 男子 バタフライ   50m 一般

村尾　知紀          ﾑﾗｵ ﾄﾓｷ             大学（1）7 男子 自由形   50m 一般

大学（1）8 男子 自由形  100m 一般

大学（1）9 男子 平泳ぎ   50m 一般

三宅　　翔          ﾐﾔｹ ｶｹﾙ             大学（1）10 男子 自由形   50m 一般

大学（1）11 男子 平泳ぎ  200m 一般

中川　優花          ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ           大学（3）12 女子 背泳ぎ   50m 一般

大学（3）13 女子 背泳ぎ  100m 一般

大学（3）14 女子 背泳ぎ  200m 一般

石田　絢子          ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ            大学（1）15 女子 自由形  100m 一般

大学（1）16 女子 自由形  200m 一般

50010
氏名: カナ: 学校:No.:

近畿大学
性別: 申込種目:

森　　里菜          ﾓﾘ ﾘﾅ               大学（3）1 女子 バタフライ   50m 一般

大学（3）2 女子 バタフライ  100m 一般

50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大学
性別: 申込種目:

松井　綜汰          ﾏﾂｲ ｿｳﾀ             大学（3）1 男子 背泳ぎ  200m 一般

長谷　　樹          ﾊｾ ﾀﾂｷ              大学（2）2 男子 自由形   50m 一般

大学（2）3 男子 自由形  100m 一般

山口　凌慧          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ          大学（2）4 男子 自由形  200m 一般

安丸　晃生          ﾔｽﾏﾙ ｺｳｾｲ           大学（1）5 男子 個人メドレー  200m 一般

宮﨑　聖也          ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾔ           大学（1）6 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（1）7 男子 平泳ぎ  100m 一般

長谷川大亮          ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ          大学（1）8 男子 自由形  100m 一般

大学（1）9 男子 自由形  200m 一般

大学（1）10 男子 平泳ぎ  200m 一般

高橋　拓実          ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ            大学（1）11 男子 平泳ぎ  100m 一般

城　　広翔          ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ            大学（1）12 男子 自由形  100m 一般

大学（1）13 男子 バタフライ  100m 一般

佐藤　菜桜          ｻﾄｳ ﾅｵ              大学（1）14 女子 個人メドレー  200m 一般

横田　杏圭          ﾖｺﾀ ｷｮｳｶ            大学（1）15 女子 自由形  100m 一般

大学（1）16 女子 自由形  200m 一般

奥田　　凜          ｵｸﾀﾞ ﾘﾝ             大学（1）17 女子 自由形   50m 一般

大学（1）18 女子 自由形  100m 一般

50029
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪府立大学
性別: 申込種目:

牛尾　海斗          ｳｼｵ ｶｲﾄ             大学（4）1 男子 自由形   50m 一般

谷口　凌平          ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ          大学（1）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

中井　美裕          ﾅｶｲ ﾐﾋﾛ             大学（2）3 女子 個人メドレー  200m 一般
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50030
氏名: カナ: 学校:No.:

立命館大学
性別: 申込種目:

豊田　琢人          ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ            大学（2）1 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（2）2 男子 背泳ぎ  200m 一般

髙田　凌佑          ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ           大学（1）3 男子 自由形  100m 一般

大学（1）4 男子 平泳ぎ  100m 一般

濵田ほのか          ﾊﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ            大学（1）5 女子 自由形  100m 一般

大学（1）6 女子 背泳ぎ  100m 一般

50062
氏名: カナ: 学校:No.:

流通科学大学
性別: 申込種目:

平井　隆裕          ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ            大学（2）1 男子 自由形  100m 一般

小谷　竜士          ｺﾀﾆ ﾘｭｳｼﾞ           大学（1）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

50090
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸高専 大
性別: 申込種目:

磯部　怜大          ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ           大学（1）1 男子 自由形  200m 一般

大学（1）2 男子 個人メドレー  100m 一般

大学（1）3 男子 個人メドレー  200m 一般

河波　優輔          ｶﾜﾅﾐ ﾕｳｽｹ           大学（1）4 男子 自由形  100m 一般

50093
氏名: カナ: 学校:No.:

びわこ成蹊大
性別: 申込種目:

石谷　飛唯          ｲｼﾀﾆ ﾋｭｰｲ           大学（3）1 男子 自由形  100m 一般

大学（3）2 男子 自由形  200m 一般

大学（3）3 男子 自由形  400m 一般

山田　優太          ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ            大学（2）4 男子 平泳ぎ  200m 一般

高須加大和          ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ            大学（1）5 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（1）6 男子 背泳ぎ  200m 一般

大学（1）7 男子 平泳ぎ   50m 一般

錦田　恭太          ﾆｼｷﾀﾞ ｷｮｳﾀ          大学（1）8 男子 自由形  100m 一般

大学（1）9 男子 バタフライ  200m 一般

廣谷　瑠花          ﾋﾛﾀﾆ ﾙｶ             大学（3）10 女子 自由形   50m 一般

大学（3）11 女子 自由形  100m 一般

筒井　優夏          ﾂﾂｲ ﾕｳｶ             大学（1）12 女子 背泳ぎ   50m 一般

大学（1）13 女子 背泳ぎ  100m 一般

50094
氏名: カナ: 学校:No.:

兵庫県立大学
性別: 申込種目:

山中　　要          ﾔﾏﾅｶ ｶﾅﾒ            大学（2）1 男子 自由形   50m 一般

十都　祐真          ﾄｿ ﾕｳﾏ              大学（1）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

50117
氏名: カナ: 学校:No.:

滋賀医科大学
性別: 申込種目:

山口　稜人          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾄ           大学（5）1 男子 平泳ぎ  100m 一般
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