
第5回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28037
氏名: カナ: 学校:No.:

三木中学
性別: 申込種目:

杉本　照都           ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾄ           中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16歳

桧皮　幸永           ﾋﾜ ﾕｷﾄ               中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

永尾　優弥           ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾔ             中学（3）3 男子 自由形   50m 14歳

井口　翔天           ｲｸﾞﾁ ﾄｱ              中学（2）4 男子 バタフライ  100m 13歳

岩崎可奈子           ｲﾜｻｷ ｶﾅｺ             中学（2）5 女子 自由形   50m 13歳

桧皮　来望           ﾋﾜ ｸﾙﾐ               中学（1）6 女子 平泳ぎ   50m 12歳

28041
氏名: カナ: 学校:No.:

望海中学
性別: 申込種目:

元澤　和也           ﾓﾄｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ           中学（3）1 男子 バタフライ  100m 15･16歳

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

田中　遥也           ﾀﾅｶ ﾊﾙﾔ              中学（3）3 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

中学（3）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

亘利　颯馬           ﾜﾀﾘ ｿｳﾏ              中学（3）5 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）6 男子 自由形  100m 14歳

藤井　泰希           ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ             中学（2）7 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）8 男子 個人メドレー  200m 13歳

柴原　　翼           ｼﾊﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ           中学（2）9 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）10 男子 個人メドレー  200m 13歳

山角　綾乃           ﾔﾏｶﾄﾞ ｱﾔﾉ            中学（3）11 女子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）12 女子 自由形  100m 15･16歳

藤井　日菜           ﾌｼﾞｲ ﾋﾅ              中学（3）13 女子 自由形  100m 14歳

中学（3）14 女子 バタフライ  100m 14歳

橋本　七海           ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅﾐ             中学（2）15 女子 自由形   50m 13歳

新井　優里           ｱﾗｲ ﾕｳﾘ              中学（1）16 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）17 女子 背泳ぎ  100m 13歳

28061
氏名: カナ: 学校:No.:

自由が丘中学
性別: 申込種目:

竹中　康介           ﾀｹﾅｶ ｺｳｽｹ            中学（3）1 男子 自由形  100m 14歳

進藤　雅音           ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ            中学（3）2 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）3 男子 自由形  100m 14歳

徳平　将之           ﾄｸﾋﾗ ﾏｻﾕｷ            中学（3）4 男子 バタフライ   50m 14歳

中学（3）5 男子 バタフライ  100m 14歳

三浦　幸良           ﾐｳﾗ ﾕｷﾊﾙ             中学（2）6 男子 自由形  100m 14歳

牧　　尚磨           ﾏｷ ｼｮｳﾏ              中学（2）7 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）8 男子 自由形  100m 13歳
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第5回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28387
氏名: カナ: 学校:No.:

川西北陵高校
性別: 申込種目:

亀岡　　優           ｶﾒｵｶ ﾕｳ              高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）2 男子 バタフライ   50m 15･16歳

土屋航太郎           ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ            高校（2）3 男子 自由形   50m 15･16歳

日吉　祐貴           ﾋﾖｼ ﾕｳｷ              高校（2）4 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）5 男子 自由形  100m 15･16歳

山田　崇仁           ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾄ             高校（1）6 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

浅野　晴輝           ｱｻﾉ ﾊﾙｷ              高校（1）7 男子 自由形   50m 15･16歳

田中　咲朱           ﾀﾅｶ ｻﾔ               高校（1）8 女子 自由形   50m 15･16歳

臼井万祐子           ｳｽｲ ﾏﾕｺ              高校（1）9 女子 自由形   50m 15･16歳

岡西　亜優           ｵｶﾆｼ ｱﾕ              高校（1）10 女子 自由形   50m 15･16歳

甲斐　茉里           ｶｲ ｱｶﾘ               高校（1）11 女子 自由形   50m 15･16歳
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第5回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別: 申込種目:

小野　幹太           ｵﾉ ｶﾝﾀ               高校（2）1 男子 平泳ぎ  100m 17･18歳

高校（2）2 男子 個人メドレー  200m 17･18歳

小澤　大地           ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ            中学（3）3 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

上野　一輝           ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ             小学（6）4 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）5 男子 背泳ぎ  100m 11歳

斉藤　　悠           ｻｲﾄｳ ﾕｳ              小学（5）6 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）7 男子 平泳ぎ  100m 11歳

坂原　楓芽           ｻｶﾊﾗ ﾌｳｶﾞ            小学（5）8 男子 自由形  100m 11歳

小学（5）9 男子 バタフライ   50m 11歳

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

小学（5）11 男子 バタフライ   50m 10歳

山口　紘生           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ            小学（4）12 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）13 男子 個人メドレー  200m 10歳

松村　悠晃           ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙﾋ             小学（4）14 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）15 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

澤　　曉宏           ｻﾜ ｱｷﾋﾛ              小学（3）16 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）17 男子 バタフライ   50m 9歳以下

小物谷悠人           ｺﾓﾉﾔ ﾕｳﾄ             小学（3）18 男子 バタフライ   50m 8歳以下

小学（3）19 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

西野　晴紀           ﾆｼﾉ ﾊﾙｷ              小学（3）20 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）21 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

田渕　涼華           ﾀﾌﾞﾁ ｽｽﾞｶ            中学（3）22 女子 平泳ぎ  100m 15･16歳

中学（3）23 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

大本　歩花           ｵｵﾓﾄ ﾎﾉｶ             中学（3）24 女子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）25 女子 自由形  100m 15･16歳

清水　桜奈           ｼﾐｽﾞ ｻﾅ              小学（6）26 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）27 女子 バタフライ   50m 12歳

福井恵利子           ﾌｸｲ ｴﾘｺ              小学（5）28 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）29 女子 自由形  100m 11歳

田中　　椛           ﾀﾅｶ ﾓﾐｼﾞ             小学（5）30 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）31 女子 バタフライ   50m 10歳

山野　心寧           ﾔﾏﾉ ｺｺﾈ              小学（4）32 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）33 女子 バタフライ   50m 10歳

横佩　咲羽           ﾖｺﾊｷﾞ ｻﾜ             小学（3）34 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）35 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

倉田　夏帆           ｸﾗﾀ ｶﾎ               小学（3）36 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）37 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

坂口　　穂           ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ            小学（3）38 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）39 女子 個人メドレー  200m 8歳以下

川村　心咲           ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ             小学（3）40 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）41 女子 バタフライ   50m 8歳以下

秋庭ひより           ｱｷﾊﾞ ﾋﾖﾘ             小学（3）42 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）43 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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第5回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ
性別: 申込種目:

鳴尾　夢月           ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ              高校（2）1 男子 バタフライ   50m 15･16歳

高校（2）2 男子 バタフライ  100m 15･16歳

玉村颯一朗           ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ          中学（3）3 男子 バタフライ   50m 15･16歳

中学（3）4 男子 バタフライ  100m 15･16歳

大槻　駿斗           ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ             中学（2）5 男子 背泳ぎ   50m 14歳

中学（2）6 男子 背泳ぎ  100m 14歳

仁川　遥斗           ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ              中学（2）7 男子 バタフライ  100m 14歳

中学（2）8 男子 個人メドレー  200m 14歳

大迫　璃空           ｵｵｻｺ ﾘｸ              中学（2）9 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）10 男子 自由形  100m 14歳

登　　飛瑛           ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ             中学（2）11 男子 バタフライ  100m 14歳

中学（2）12 男子 個人メドレー  200m 14歳

松永　寛汰           ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ            中学（2）13 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）14 男子 個人メドレー  200m 13歳

連田　颯真           ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ              中学（1）15 男子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（1）16 男子 背泳ぎ  100m 13歳

今井　詠奏           ｲﾏｲ ｳﾀ               中学（1）17 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）18 男子 背泳ぎ  100m 13歳

遠藤　　侑           ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｽｸ            中学（1）19 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）20 男子 背泳ぎ  100m 13歳

端　　凌志           ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ             中学（1）21 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）22 男子 自由形  100m 12歳

杉本　和真           ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ           中学（1）23 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）24 男子 平泳ぎ  100m 12歳

中川　陽喜           ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ            中学（1）25 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）26 男子 自由形  100m 12歳

上辻　大和           ｳｴﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ            中学（1）27 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）28 男子 自由形  100m 12歳

大﨑　一輝           ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ            小学（6）29 男子 背泳ぎ  100m 12歳

小学（6）30 男子 バタフライ  100m 12歳

岡部　煌輝           ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ             小学（6）31 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）32 男子 自由形  100m 12歳

永本　空澄           ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ            小学（6）33 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）34 男子 個人メドレー  200m 11歳

川畑　伍輝           ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ            小学（5）35 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）36 男子 背泳ぎ   50m 11歳

谷口　遥希           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｷ            小学（5）37 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）38 男子 自由形  100m 10歳

西河　輝恭           ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ            小学（5）39 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）40 男子 個人メドレー  200m 10歳

児玉　英知           ｺﾀﾞﾏ ｴｲﾁ             小学（5）41 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）42 男子 バタフライ   50m 10歳

和田　悠希           ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ              小学（4）43 男子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）44 男子 個人メドレー  200m 10歳

角野　里仁           ｽﾐﾉ ﾘﾋﾄ              小学（4）45 男子 自由形   50m 10歳

荒本　稜太           ｱﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀ            小学（4）46 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）47 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

岩﨑　壱知           ｲﾜｻｷ ｲﾁ              小学（4）48 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）49 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下
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第5回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
上村　悠斗           ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ             小学（4）50 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）51 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

鎌田朔太郎           ｶﾏﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ           小学（4）52 男子 自由形   50m 9歳以下

小林　勇登           ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ            小学（4）53 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）54 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

冨永　一颯           ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｻ           小学（3）55 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）56 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

塩見　拓真           ｼｵﾐ ﾀｸﾏ              小学（3）57 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）58 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

原　　壮太           ﾊﾗ ｿｳﾀ               小学（3）59 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）60 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

山本　英穂           ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ             高校（2）61 女子 自由形  100m 15･16歳

高校（2）62 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

小倉　悠愛           ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ              中学（3）63 女子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）64 女子 バタフライ   50m 15･16歳

上田　華蓮           ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ             中学（3）65 女子 自由形   50m 14歳

中学（3）66 女子 自由形  100m 14歳

皐月　　涼           ｻﾂｷ ｽｽﾞ              中学（3）67 女子 自由形  100m 14歳

中学（3）68 女子 背泳ぎ  100m 14歳

伊藤　凜奈           ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ              中学（2）69 女子 自由形  100m 14歳

中学（2）70 女子 背泳ぎ  100m 14歳

吉光　彩矢           ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ              中学（2）71 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）72 女子 自由形  100m 14歳

荒本　結衣           ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ              小学（6）73 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）74 女子 個人メドレー  200m 12歳

山口　純怜           ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐﾚ            小学（6）75 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）76 女子 個人メドレー  200m 12歳

諸角満里亜           ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ            小学（6）77 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）78 女子 背泳ぎ  100m 12歳

桜井　琴心           ｻｸﾗｲ ｺﾄﾐ             小学（6）79 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）80 女子 平泳ぎ   50m 11歳

大槻歩乃花           ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ             小学（6）81 女子 バタフライ  100m 11歳

小学（6）82 女子 個人メドレー  200m 11歳

南　　明里           ﾐﾅﾐ ｱｶﾘ              小学（5）83 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）84 女子 平泳ぎ   50m 10歳

伊藤　杏奈           ｲﾄｳ ｱﾝﾅ              小学（5）85 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）86 女子 背泳ぎ   50m 10歳

藥師　萌雅           ﾔｸｼ ﾒｲｶ              小学（5）87 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）88 女子 バタフライ   50m 10歳

比嘉　杏佳           ﾋｶﾞ ﾓﾓｶ              小学（5）89 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）90 女子 自由形  100m 10歳

玉村　沙月           ﾀﾏﾑﾗ ｻﾂｷ             小学（5）91 女子 自由形   50m 10歳

大﨑　奈穂           ｵｵｻｷ ﾅﾎ              小学（4）92 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）93 女子 バタフライ   50m 10歳

大津輪紗弥           ｵｵﾂﾜ ｻﾔ              小学（4）94 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）95 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小川明希恵           ｵｶﾞﾜ ｱｷｴ             小学（4）96 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）97 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

濱﨑　　藍           ﾊﾏｻﾞｷ ｱｲ             小学（3）98 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）99 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

曽根心々美           ｿﾈ ｺｺﾐ               小学（3）100 女子 自由形   50m 9歳以下
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曽根心々美           ｿﾈ ｺｺﾐ               小学（3）101 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

岡部　紗英           ｵｶﾍﾞ ｻｴ              小学（3）102 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）103 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

皐月　　光           ｻﾂｷ ﾋｶﾙ              小学（3）104 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）105 女子 バタフライ   50m 8歳以下

木村　英菜           ｷﾑﾗ ﾊﾝﾅ              小学（3）106 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）107 女子 バタフライ   50m 8歳以下

東南　弥空           ﾄｳﾅﾝ ﾐｿﾗ             小学（3）108 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

上村　夏帆           ｳｴﾑﾗ ｶﾎ              小学（2）109 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）110 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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尼崎ＳＳ
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山本有希也           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾔ             高校（2）1 男子 バタフライ   50m 15･16歳

高校（2）2 男子 バタフライ  100m 15･16歳

佐野　新太           ｻﾉ ｱﾗﾀ               高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16歳

佐野　佳輝           ｻﾉ ﾖｼｷ               高校（1）5 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）6 男子 自由形  100m 15･16歳

嶋田　将弥           ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ             高校（1）7 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）8 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

細田　陽彦           ﾎｿﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ            中学（3）9 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）10 男子 自由形  100m 14歳

中寺幸太郎           ﾅｶﾃﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ          中学（2）11 男子 背泳ぎ   50m 14歳

中学（2）12 男子 背泳ぎ  100m 14歳

中島　尚也           ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾔ            中学（2）13 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）14 男子 自由形  100m 13歳

髙柳　光希           ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ           中学（2）15 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）16 男子 背泳ぎ  100m 13歳

大宇根和寿           ｵｵｳﾈ ｶｽﾞﾄｼ           中学（2）17 男子 バタフライ  100m 13歳

中学（2）18 男子 個人メドレー  200m 13歳

塗矢　航大           ﾇﾘﾔ ｺｳﾀﾞｲ            中学（1）19 男子 自由形   50m 12歳

伊與田　創           ｲﾖﾀ ｲﾂｼ              中学（1）20 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）21 男子 個人メドレー  200m 12歳

傳谷孝太郎           ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ          中学（1）22 男子 バタフライ  100m 12歳

中学（1）23 男子 個人メドレー  200m 12歳

町　穣之心           ﾏﾁ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ           小学（6）24 男子 自由形  100m 12歳

小学（6）25 男子 個人メドレー  200m 12歳

木下　兼輔           ｷﾉｼﾀ ｹﾝｽｹ            小学（6）26 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）27 男子 平泳ぎ  100m 11歳

鶴原　　守           ﾂﾙﾊﾗ ﾏﾓﾙ             小学（6）28 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）29 男子 自由形  100m 11歳

中谷　勝海           ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳ             小学（6）30 男子 自由形   50m 11歳

大江誠志郎           ｵｵｴ ｾｲｼﾛｳ            小学（4）31 男子 自由形  100m 10歳

小学（4）32 男子 個人メドレー  200m 10歳

山本　紘暖           ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ            小学（4）33 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

吉田　翔星           ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｾｲ           小学（4）34 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）35 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

西山　　暖           ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ             高校（2）36 女子 自由形   50m 17･18歳

高校（2）37 女子 自由形  100m 17･18歳

瀬良　史桜           ｾﾗ ｼｵﾝ               高校（1）38 女子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）39 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

山田　麻琴           ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ             中学（3）40 女子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）41 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

岩本　帆夏           ｲﾜﾓﾄ ﾎﾉｶ             中学（3）42 女子 自由形   50m 14歳

中学（3）43 女子 自由形  100m 14歳

岡田　彩来           ｵｶﾀﾞ ｻﾗ              中学（2）44 女子 自由形  100m 14歳

中学（2）45 女子 個人メドレー  200m 14歳

山内　　楓           ﾔﾏｳﾁ ｶｴﾃﾞ            中学（2）46 女子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）47 女子 バタフライ   50m 13歳

金子　心結           ｶﾈｺ ﾕﾕ               小学（6）48 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）49 女子 個人メドレー  200m 12歳
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和田　珠希           ﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ              小学（6）50 女子 バタフライ   50m 12歳

小学（6）51 女子 バタフライ  100m 12歳

岡本　采実           ｵｶﾓﾄ ｺﾄﾐ             小学（6）52 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）53 女子 平泳ぎ  100m 12歳

吉田　菖乃           ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ             小学（6）54 女子 バタフライ  100m 11歳

小学（6）55 女子 個人メドレー  200m 11歳

中寺真衣子           ﾅｶﾃﾞﾗ ﾏｲｺ            小学（5）56 女子 自由形  100m 11歳

小学（5）57 女子 個人メドレー  200m 11歳

大西　ゆあ           ｵｵﾆｼ ﾕｱ              小学（5）58 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）59 女子 個人メドレー  200m 10歳

大津　彩葉           ｵｵﾂ ｲﾛﾊ              小学（5）60 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）61 女子 個人メドレー  200m 10歳

園山　星菜           ｿﾉﾔﾏ ｾｲﾅ             小学（5）62 女子 バタフライ  100m 10歳

小学（5）63 女子 個人メドレー  200m 10歳

箱根ひなた           ﾊｺﾈ ﾋﾅﾀ              小学（3）64 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）65 女子 個人メドレー  200m 8歳以下
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齋藤　　陸           ｻｲﾄｳ ﾘｸ              高校（1）1 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）2 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

大谷　晃心           ｵｵﾀﾆ ｱｷﾑﾈ            中学（2）3 男子 自由形  100m 14歳

中学（2）4 男子 背泳ぎ  100m 14歳

田畑　沫葵           ﾀﾊﾞﾀ ｼﾌﾞｷ            中学（2）5 男子 自由形  100m 14歳

中学（2）6 男子 個人メドレー  200m 14歳

森田　悠太           ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ              中学（2）7 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）8 男子 個人メドレー  200m 13歳

斉藤　　慶           ｻｲﾄｳ ｹｲ              中学（2）9 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）10 男子 個人メドレー  200m 13歳

熊澤　　珀           ｸﾏｻﾞﾜ ﾊｸ             中学（2）11 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）12 男子 自由形  100m 13歳

彦江　一汰           ﾋｺｴ ｲｯﾀ              中学（1）13 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）14 男子 バタフライ  100m 12歳

大谷　憲佑           ｵｵﾀﾆ ｹﾝｽｹ            小学（6）15 男子 自由形   50m 11歳

木村　和楽           ｷﾑﾗ ﾁｶﾗ              小学（3）16 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）17 男子 バタフライ   50m 8歳以下

彦江ひより           ﾋｺｴ ﾋﾖﾘ              中学（3）18 女子 自由形  100m 15･16歳

中辻　愛梨           ﾅｶﾂｼﾞ ｱｲﾘ            中学（1）19 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）20 女子 個人メドレー  200m 12歳

小塩　花音           ｺｼｵ ｶﾉﾝ              中学（1）21 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）22 女子 個人メドレー  200m 12歳

田中　優衣           ﾀﾅｶ ﾕｲ               小学（6）23 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）24 女子 個人メドレー  200m 12歳

岡島　虹果           ｵｶｼﾞﾏ ﾅﾅｶ            小学（6）25 女子 自由形  100m 12歳

林　　愛佳           ﾊﾔｼ ｱｲｶ              小学（6）26 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）27 女子 平泳ぎ   50m 11歳

神場　優衣           ｶﾝﾊﾞ ﾕｲ              小学（6）28 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）29 女子 個人メドレー  200m 11歳

原田　菜那           ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ              小学（5）30 女子 自由形  100m 11歳

小学（5）31 女子 背泳ぎ  100m 11歳

田中　莉音           ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ              小学（4）32 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）33 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

林　　鈴佳           ﾊﾔｼ ｽｽﾞｶ             小学（4）34 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）35 女子 バタフライ   50m 9歳以下
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森本　純矢           ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ           中学（2）1 男子 自由形  100m 14歳

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 14歳

橋詰　蒼大           ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ            中学（2）3 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 13歳

松岡　颯人           ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ             中学（1）5 男子 自由形  100m 13歳

中学（1）6 男子 個人メドレー  200m 13歳

福本　脩哉           ﾌｸﾓﾄ ｼｭｳﾔ            中学（1）7 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）8 男子 自由形  100m 12歳

森本　夏生           ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ             小学（6）9 男子 自由形  100m 12歳

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 12歳

宇野　一真           ｳﾉ ｶｽﾞﾏ              小学（6）11 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）12 男子 平泳ぎ  100m 11歳

上阪　　潤           ｳｴｻｶ ｼﾞｭﾝ            小学（6）13 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）14 男子 個人メドレー  200m 11歳

橋詰　陽汰           ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ            小学（6）15 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）16 男子 自由形  100m 11歳

大内　海輝           ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ            小学（5）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）18 男子 バタフライ   50m 10歳

長原　一颯           ﾅｶﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ           小学（4）19 男子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（4）20 男子 バタフライ   50m 10歳

外薗　大和           ﾎｶｿﾞﾉ ﾔﾏﾄ            小学（4）21 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）22 男子 バタフライ   50m 9歳以下

原田　夏響           ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ             小学（3）23 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）24 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

大内　昊河           ｵｵｳﾁ ｺｳｶﾞ            小学（3）25 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）26 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

家氏　陽大           ｲｴｳｼﾞ ﾊﾙﾋﾛ           小学（2）27 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）28 男子 バタフライ   50m 8歳以下

安川　尚吾           ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ           小学（2）29 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）30 男子 バタフライ   50m 8歳以下

吉田　珠久           ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ              中学（2）31 女子 自由形  100m 13歳

中学（2）32 女子 個人メドレー  200m 13歳

東　　　歩           ｱｽﾞﾏ ｱﾕﾐ             小学（6）33 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）34 女子 個人メドレー  200m 12歳

川野　夢桃           ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ              小学（6）35 女子 自由形  100m 11歳

小学（6）36 女子 個人メドレー  200m 11歳

柴本　桃花           ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ            小学（5）37 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）38 女子 個人メドレー  200m 11歳

井澤　千明           ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ             小学（5）39 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）40 女子 バタフライ   50m 10歳

戸田菜々美           ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ              小学（5）41 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）42 女子 バタフライ   50m 10歳

福本　眞央           ﾌｸﾓﾄ ﾏﾋﾛ             小学（5）43 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）44 女子 自由形  100m 10歳

齊藤　万也           ｻｲﾄｳ ﾏﾔ              小学（4）45 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）46 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

上阪　　萌           ｳｴｻｶ ﾓｴ              小学（4）47 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）48 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

河本　紗良           ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ              小学（4）49 女子 自由形   50m 9歳以下
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河本　紗良           ｶﾜﾓﾄ ｻﾗ              小学（4）50 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

井澤　明里           ｲｻﾞﾜ ｱｶﾘ             小学（3）51 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）52 女子 バタフライ   50m 8歳以下

大野　莉音           ｵｵﾉ ﾘｵﾝ              小学（3）53 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）54 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

河本　莉桜           ｶﾜﾓﾄ ﾘｵ              小学（2）55 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）56 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

上阪　　唯           ｳｴｻｶ ﾕｲ              小学（1）57 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）58 女子 バタフライ   50m 8歳以下
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松本　大輔           ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ           高校（2）1 男子 バタフライ  100m 17･18歳

高校（2）2 男子 個人メドレー  200m 17･18歳

屋宜　果成           ﾔｷﾞ ｶﾅﾙ              中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）4 男子 自由形  100m 15･16歳

長谷川　漣           ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝ             中学（1）5 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）6 男子 自由形  100m 13歳

追立　楓人           ｵｲﾀﾃ ﾌｳﾄ             中学（1）7 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）8 男子 個人メドレー  200m 12歳

真田　蒼良           ｻﾅﾀﾞ ｿﾗ              中学（1）9 男子 バタフライ   50m 12歳

中学（1）10 男子 個人メドレー  200m 12歳

村岡　悠夢           ﾑﾗｵｶ ﾕﾒ              中学（1）11 男子 バタフライ   50m 12歳

中学（1）12 男子 個人メドレー  200m 12歳

寺師　暖人           ﾃﾗｼ ﾊﾙﾄ              中学（1）13 男子 バタフライ  100m 12歳

中学（1）14 男子 個人メドレー  200m 12歳

井上　志吹           ｲﾉｳｴ ｼﾌﾞｷ            小学（6）15 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）16 男子 個人メドレー  200m 12歳

堀口琉一朗           ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ        小学（6）17 男子 バタフライ   50m 12歳

小学（6）18 男子 バタフライ  100m 12歳

森　　一輝           ﾓﾘ ｶｽﾞｷ              小学（6）19 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）20 男子 個人メドレー  200m 12歳

福井承太郎           ﾌｸｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ          小学（6）21 男子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（6）22 男子 個人メドレー  200m 11歳

上岡　凌太           ｶﾐｵｶ ﾘｮｳﾀ            小学（6）23 男子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（6）24 男子 背泳ぎ  100m 11歳

武田宗一郎           ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ          小学（5）25 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）26 男子 個人メドレー  200m 11歳

澤谷　歩汰           ｻﾜﾀﾆ ｱﾕﾀ             小学（5）27 男子 バタフライ  100m 10歳

小学（5）28 男子 個人メドレー  200m 10歳

大東　世直           ｵｵﾋｶﾞｼ ｾﾅ            小学（4）29 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）30 男子 個人メドレー  200m 10歳

中島　温人           ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ            小学（4）31 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）32 男子 個人メドレー  200m 10歳

武田晋次郎           ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ          小学（4）33 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）34 男子 バタフライ   50m 9歳以下

織戸　大輝           ｵﾘﾄ ﾀﾞｲｷ             小学（3）35 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）36 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

川崎　幹太           ｶﾜｻｷ ｶﾝﾀ             小学（2）37 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）38 男子 バタフライ   50m 8歳以下

桑山　木実           ｸﾜﾔﾏ ｺﾉﾐ             中学（3）39 女子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）40 女子 自由形  100m 15･16歳

今泉　杏月           ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｽﾞｷ          中学（3）41 女子 自由形   50m 14歳

中学（3）42 女子 自由形  100m 14歳

西　美生子           ﾆｼ ﾐｵｺ               中学（2）43 女子 平泳ぎ  100m 14歳

中学（2）44 女子 個人メドレー  200m 14歳

長島　佳暖           ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾉﾝ            中学（2）45 女子 自由形  100m 14歳

中学（2）46 女子 個人メドレー  200m 14歳

井上　茅利           ｲﾉｳｴ ｶﾔﾘ             中学（2）47 女子 自由形  100m 14歳

中学（2）48 女子 個人メドレー  200m 14歳

村上　奏夢           ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾒ             中学（2）49 女子 自由形   50m 14歳
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村上　奏夢           ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾒ             中学（2）50 女子 自由形  100m 14歳

井村　珠樹           ｲﾑﾗ ﾀﾏｷ              中学（2）51 女子 平泳ぎ  100m 14歳

中学（2）52 女子 個人メドレー  200m 14歳

川口　琴音           ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾄﾈ            中学（2）53 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）54 女子 背泳ぎ  100m 13歳

夫津木彩乃           ﾌﾂｷ ｱﾔﾉ              中学（2）55 女子 背泳ぎ  100m 13歳

中学（2）56 女子 個人メドレー  200m 13歳

松尾　璃子           ﾏﾂｵ ﾘｺ               中学（2）57 女子 自由形   50m 13歳

柳本　栞那           ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｶﾝﾅ           中学（1）58 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）59 女子 個人メドレー  200m 13歳

佐藤　璃青           ｻﾄｳ ﾘｵ               中学（1）60 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）61 女子 バタフライ   50m 13歳

林　　結萌           ﾊﾔｼ ﾕﾒ               小学（6）62 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）63 女子 個人メドレー  200m 12歳

山内菜々子           ﾔﾏｳﾁ ﾅﾅｺ             小学（6）64 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）65 女子 個人メドレー  200m 12歳

樫原　来実           ｶｼﾊﾗ ｸﾙﾐ             小学（6）66 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）67 女子 個人メドレー  200m 11歳

川口　羽音           ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾉﾝ            小学（6）68 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）69 女子 背泳ぎ  100m 11歳

田中　咲楽           ﾀﾅｶ ｻｸﾗ              小学（4）70 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）71 女子 個人メドレー  200m 10歳

黒田　実佑           ｸﾛﾀﾞ ﾐﾕ              小学（4）72 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）73 女子 個人メドレー  200m 10歳

林　　翼咲           ﾊﾔｼ ﾂﾊﾞｻ             小学（4）74 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）75 女子 個人メドレー  200m 10歳

浦川　夏歩           ｳﾗｶﾜ ｶﾎ              小学（4）76 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）77 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

勝　　悠涼           ｶﾂ ﾕｳﾘ               小学（4）78 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）79 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

川崎　柚季           ｶﾜｻｷ ﾕｽﾞｷ            小学（4）80 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）81 女子 バタフライ   50m 9歳以下

森岡　晃子           ﾓﾘｵｶ ｱｷｺ             小学（4）82 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）83 女子 バタフライ   50m 9歳以下

中井　香菜           ﾅｶｲ ｶﾅ               小学（3）84 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）85 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

加藤　彩理           ｶﾄｳ ｲｵﾘ              小学（3）86 女子 バタフライ   50m 9歳以下

小学（3）87 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

森　　花穂           ﾓﾘ ｶﾎ                小学（3）88 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）89 女子 バタフライ   50m 8歳以下
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金乙　達也           ｶﾅｵﾄ ﾀﾂﾔ             中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16歳

前崎　優斗           ﾏｴｻｷ ﾕｳﾄ             中学（1）3 男子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（1）4 男子 背泳ぎ  100m 13歳

吉岡　慶士           ﾖｼｵｶ ｹｲｼ             中学（1）5 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）6 男子 自由形  100m 12歳

遠藤　　優           ｴﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ           小学（6）7 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）8 男子 自由形  100m 12歳

安芸　慶太           ｱｷ ｹｲﾀ               小学（6）9 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）10 男子 自由形  100m 12歳

藤田　悠輔           ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ            小学（6）11 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）12 男子 バタフライ   50m 11歳

田中琥汰郎           ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ             小学（6）13 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）14 男子 自由形  100m 11歳

塚原　　蓮           ﾂｶﾊﾗ ﾚﾝ              小学（6）15 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）16 男子 自由形  100m 11歳

衛門　刻史           ｴﾓﾝ ﾄｷﾌﾐ             小学（5）17 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）18 男子 平泳ぎ  100m 11歳

鈴木　梗乎           ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ             小学（5）19 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）20 男子 平泳ぎ   50m 11歳

金田　　碧           ｶﾈﾀﾞ ｱｵ              小学（5）21 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）22 男子 自由形  100m 11歳

山田　航世           ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ            小学（5）23 男子 バタフライ   50m 10歳

小学（5）24 男子 バタフライ  100m 10歳

塚原　　馴           ﾂｶﾊﾗ ｼｭﾝ             小学（4）25 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）26 男子 バタフライ   50m 10歳

田中進士郎           ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞﾛｳ           小学（4）27 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）28 男子 バタフライ   50m 9歳以下

國吉　陽登           ｸﾆﾖｼ ﾊﾙﾄ             小学（3）29 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）30 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

今西　花音           ｲﾏﾆｼ ｶﾉﾝ             中学（3）31 女子 自由形  100m 15･16歳

前田　彩乃           ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾉ             中学（2）32 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）33 女子 自由形  100m 14歳

金乙　帆香           ｶﾅｵﾄ ﾎﾉｶ             中学（2）34 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）35 女子 自由形  100m 13歳

赤坂　夢来           ｱｶｻｶ ﾕﾒ              中学（1）36 女子 平泳ぎ  100m 13歳

中学（1）37 女子 バタフライ   50m 13歳

山口穂野香           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ            中学（1）38 女子 平泳ぎ  100m 12歳

中学（1）39 女子 個人メドレー  200m 12歳

椿原　優希           ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾕｳｷ           小学（6）40 女子 平泳ぎ   50m 12歳

小学（6）41 女子 平泳ぎ  100m 12歳

田村　柚穂           ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ             小学（6）42 女子 バタフライ   50m 12歳

小学（6）43 女子 バタフライ  100m 12歳

平生　亜優           ﾋﾗｵ ｱﾕ               小学（6）44 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）45 女子 自由形  100m 12歳

絹谷　千桜           ｷﾇﾀﾆ ﾁｻ              小学（6）46 女子 バタフライ   50m 12歳

小学（6）47 女子 バタフライ  100m 12歳

上原　真有           ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ             小学（6）48 女子 平泳ぎ  100m 12歳

小学（6）49 女子 個人メドレー  200m 12歳
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田中　陽菜           ﾀﾅｶ ﾋﾅ               小学（6）50 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）51 女子 平泳ぎ  100m 11歳

濵口　希昊           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ            小学（6）52 女子 自由形  100m 11歳

小学（6）53 女子 個人メドレー  200m 11歳

石井　陽菜           ｲｼｲ ﾊﾙﾅ              小学（5）54 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（5）55 女子 背泳ぎ  100m 11歳

橋本　寧彩           ﾊｼﾓﾄ ﾈｲﾛ             小学（5）56 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）57 女子 平泳ぎ   50m 10歳

長谷川希姫           ﾊｾｶﾞﾜ ｷｷ             小学（5）58 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）59 女子 平泳ぎ   50m 10歳

田中　桜子           ﾀﾅｶ ｻｸﾗｺ             小学（3）60 女子 自由形   50m 9歳以下

日下　実結           ｸｻｶ ﾐﾕ               小学（3）61 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）62 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

阿部　杏奈           ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ              小学（3）63 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）64 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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古田　　結           ﾌﾙﾀ ﾕｲ               高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）2 男子 自由形  100m 15･16歳

勝部　太陽           ｶﾂﾍﾞ ﾀｲﾖｳ            中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）4 男子 自由形  100m 15･16歳

立石　　洸           ﾀﾃｲｼ ｺｳ              中学（3）5 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）6 男子 バタフライ  100m 15･16歳

小南　有輝           ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ             中学（2）7 男子 平泳ぎ  100m 14歳

中学（2）8 男子 個人メドレー  200m 14歳

松岡　蓮汰           ﾏﾂｵｶ ﾚﾝﾀ             中学（2）9 男子 バタフライ  100m 13歳

中学（2）10 男子 個人メドレー  200m 13歳

上田禮次郎           ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ          小学（6）11 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）12 男子 背泳ぎ   50m 12歳

松本　崇弘           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ            小学（6）13 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）14 男子 個人メドレー  200m 11歳

前川　蒼空           ﾏｴｶﾜ ｿﾗ              小学（5）15 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 11歳

立石　　渉           ﾀﾃｲｼ ﾜﾀﾙ             小学（5）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）18 男子 バタフライ   50m 10歳

吉識　晴道           ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ             小学（5）19 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）20 男子 背泳ぎ   50m 10歳

武田　昇大           ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ            小学（4）21 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）22 男子 平泳ぎ   50m 10歳

高瀬　功基           ﾀｶｾ ｺｳｷ              小学（4）23 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）24 男子 平泳ぎ   50m 10歳

杉本　朋哉           ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ            小学（4）25 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）26 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

山内　映都           ﾔﾏｳﾁ ｴｲﾄ             小学（4）27 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）28 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

森本　　陽           ﾓﾘﾓﾄ ﾊﾙ              小学（3）29 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）30 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

永井　歩朋           ﾅｶﾞｲ ｱﾙﾄ             小学（3）31 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）32 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

有馬　岳翔           ｱﾘﾏ ｶﾞｸﾄ             小学（2）33 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）34 男子 バタフライ   50m 8歳以下

金丸　朝陽           ｶﾅﾏﾙ ｱｻﾋ             小学（1）35 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）36 男子 バタフライ   50m 8歳以下

武内みなみ           ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ             高校（1）37 女子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）38 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

坂本　麻衣           ｻｶﾓﾄ ﾏｲ              中学（2）39 女子 平泳ぎ  100m 14歳

中学（2）40 女子 個人メドレー  200m 14歳

小林　優希           ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ             中学（2）41 女子 自由形  100m 14歳

中学（2）42 女子 個人メドレー  200m 14歳

森脇　素羽           ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ              中学（2）43 女子 自由形  100m 13歳

中学（2）44 女子 個人メドレー  200m 13歳

井ノ上萌々華         ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ             中学（2）45 女子 自由形  100m 13歳

中学（2）46 女子 個人メドレー  200m 13歳

中路　歩莉           ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ             中学（1）47 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）48 女子 背泳ぎ  100m 13歳

西野帆乃花           ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ              中学（1）49 女子 自由形   50m 12歳
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西野帆乃花           ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ              中学（1）50 女子 自由形  100m 12歳

尾﨑　江子           ｵｻｷ ｴｺ               中学（1）51 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）52 女子 自由形  100m 12歳

勝部　美里           ｶﾂﾍﾞ ﾐｻﾄ             小学（6）53 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）54 女子 自由形  100m 12歳

坂本　紗依           ｻｶﾓﾄ ｻｴ              小学（6）55 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）56 女子 平泳ぎ  100m 11歳

三宅　咲織           ﾐﾔｹ ｻｵﾘ              小学（5）57 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）58 女子 バタフライ   50m 11歳

金丸　咲月           ｶﾅﾏﾙ ｻﾂｷ             小学（5）59 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）60 女子 平泳ぎ   50m 11歳

中田　結菜           ﾅｶﾀ ﾕﾅ               小学（4）61 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）62 女子 個人メドレー  200m 10歳

青木　凛菜           ｱｵｷ ﾘﾝﾅ              小学（4）63 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）64 女子 平泳ぎ   50m 10歳

勝部　真希           ｶﾂﾍﾞ ﾏｷ              小学（4）65 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）66 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

林　　莉央           ﾊﾔｼ ﾘｵ               小学（4）67 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）68 女子 バタフライ   50m 9歳以下

吉武　実桜           ﾖｼﾀｹ ﾐｵ              小学（3）69 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）70 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

田中愛優美           ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ              小学（3）71 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）72 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

小口　琴音           ｵｸﾞﾁ ｺﾄﾈ             小学（3）73 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）74 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

小口　湊音           ｵｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ             小学（3）75 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）76 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

正木　七愛           ﾏｻｷ ﾅﾅ               小学（3）77 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）78 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

林　　紗央           ﾊﾔｼ ｻｵ               小学（2）79 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）80 女子 バタフライ   50m 8歳以下

梅崎　　杏           ｳﾒｻﾞｷ ｱﾝ             小学（2）81 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）82 女子 バタフライ   50m 8歳以下

井上菜々香           ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ             小学（2）83 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）84 女子 バタフライ   50m 8歳以下

南口　百花           ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾓﾓｶ           小学（2）85 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）86 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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廣澤　将真           ﾋﾛｻﾜ ｼｮｳﾏ            中学（3）1 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）2 男子 自由形  100m 14歳

土田　卓実           ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ             中学（2）3 男子 自由形  100m 14歳

中学（2）4 男子 平泳ぎ  100m 14歳

藤原　直己           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ            中学（2）5 男子 バタフライ   50m 13歳

中学（2）6 男子 バタフライ  100m 13歳

福田　將真           ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ            中学（1）7 男子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（1）8 男子 背泳ぎ  100m 13歳

小西　悠太           ｺﾆｼ ﾕｳﾀ              小学（6）9 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）10 男子 バタフライ   50m 12歳

前川　晃毅           ﾏｴｶﾜ ｺｳｷ             小学（6）11 男子 自由形  100m 12歳

小学（6）12 男子 平泳ぎ   50m 12歳

水谷　宗太           ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ            小学（5）13 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）14 男子 バタフライ   50m 10歳

渡邊　瑠樹           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ           小学（5）15 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）16 男子 バタフライ   50m 10歳

永木　祐莉           ﾅｶﾞｷ ﾕｳﾘ             小学（5）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）18 男子 平泳ぎ   50m 10歳

荒木　晴道           ｱﾗｷ ﾊﾙﾐﾁ             小学（4）19 男子 バタフライ   50m 10歳

小学（4）20 男子 バタフライ  100m 10歳

山田悠之真           ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾉｼﾝ           小学（4）21 男子 自由形   50m 9歳以下

金田　陽向           ｶﾈﾀﾞ ﾋﾅﾀ             小学（3）22 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）23 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

立花　葵人           ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｵﾄ            小学（2）24 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）25 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

渡邊　莉咲           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻｷ            中学（2）26 女子 自由形  100m 14歳

中学（2）27 女子 個人メドレー  200m 14歳

則包なのは           ﾉﾘｶﾈ ﾅﾉﾊ             中学（1）28 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）29 女子 バタフライ  100m 13歳

塩谷　奈菜           ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ              中学（1）30 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）31 女子 自由形  100m 12歳

園山　莉菜           ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ              小学（6）32 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（6）33 女子 平泳ぎ   50m 11歳

大岡　実桜           ｵｵｵｶ ﾐｵ              小学（6）34 女子 自由形  100m 11歳

小学（6）35 女子 平泳ぎ   50m 11歳

前川　護瑚           ﾏｴｶﾜ ﾏｺ              小学（5）36 女子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（5）37 女子 バタフライ   50m 10歳

武市彩緒里           ﾀｹﾁ ｲｵﾘ              小学（5）38 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）39 女子 個人メドレー  200m 10歳

塩谷　心香           ｼｵﾀﾆ ｺｺ              小学（3）40 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）41 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

中田　有紀           ﾅｶﾀ ﾕｷ               小学（3）42 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）43 女子 個人メドレー  200m 8歳以下
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松本　大輝           ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｷ            中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

宮田　大和           ﾐﾔﾀ ﾔﾏﾄ              中学（3）3 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）4 男子 バタフライ   50m 14歳

德原　詢也           ﾄｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ           中学（3）5 男子 自由形  100m 14歳

中学（3）6 男子 バタフライ  100m 14歳

由井　寿樹           ﾕｲ ﾄｼｷ               中学（3）7 男子 自由形  100m 14歳

中学（3）8 男子 バタフライ   50m 14歳

岡﨑　一悟           ｵｶｻﾞｷ ｲﾁｺﾞ           中学（1）9 男子 自由形  100m 13歳

中学（1）10 男子 個人メドレー  200m 13歳

寺田　　湊           ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ             中学（1）11 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）12 男子 自由形  100m 13歳

長谷　悠樹           ﾅｶﾞﾀﾆ ﾕｳｷ            中学（1）13 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）14 男子 背泳ぎ  100m 12歳

鳥飼　崇流           ﾄﾘｶｲ ｿｳﾙ             中学（1）15 男子 平泳ぎ   50m 12歳

中学（1）16 男子 平泳ぎ  100m 12歳

飯村　悠太           ｲｲﾑﾗ ﾕｳﾀ             小学（6）17 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）18 男子 バタフライ   50m 12歳

前田成志朗           ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ           小学（6）19 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）20 男子 バタフライ   50m 11歳

中村　羽来           ﾅｶﾑﾗ ﾜｸ              小学（5）21 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）22 男子 バタフライ   50m 11歳

寺田　　隼           ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ             小学（5）23 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）24 男子 自由形  100m 10歳

堀内　直希           ﾎﾘｳﾁ ﾅｵｷ             小学（4）25 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）26 男子 個人メドレー  200m 10歳

小川　叶登           ｵｶﾞﾜ ｶﾅﾄ             小学（4）27 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）28 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

相馬　優歩           ｿｳﾏ ﾕｳｱ              小学（4）29 男子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）30 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

飯村　謙太           ｲｲﾑﾗ ｹﾝﾀ             小学（4）31 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）32 男子 バタフライ   50m 9歳以下

金井　理人           ｶﾅｲ ﾘﾋﾄ              小学（4）33 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）34 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

薦田　琉生           ｺﾓﾀﾞ ﾙｲ              小学（3）35 男子 バタフライ   50m 9歳以下

小学（3）36 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

土井旺志郎           ﾄﾞｲ ｵｳｼﾛｳ            小学（3）37 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）38 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

阿部　優翔           ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄ              小学（3）39 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）40 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

寺田　　翔           ﾃﾗﾀﾞ ｶｹﾙ             小学（3）41 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）42 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

森田　将生           ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ              小学（3）43 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）44 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

山下　希実           ﾔﾏｼﾀ ﾉｿﾞﾐ            高校（1）45 女子 自由形  100m 15･16歳

德原　美玖           ﾄｸﾊﾗ ﾐｸ              中学（1）46 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）47 女子 自由形  100m 12歳

三浦　美月           ﾐｳﾗ ﾐﾂｷ              小学（6）48 女子 自由形  100m 11歳

小学（6）49 女子 個人メドレー  200m 11歳

19/35 ページ2020年8月2日 12:06:22



第5回兵庫県ジュニア長水路水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
中澤　恋羽           ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾈ            小学（5）50 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）51 女子 バタフライ   50m 10歳

遠藤ましろ           ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｼﾛ            小学（5）52 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）53 女子 平泳ぎ   50m 10歳

定　　茉南           ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ              小学（4）54 女子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（4）55 女子 平泳ぎ  100m 10歳

細見　詩希           ﾎｿﾐ ｼｷ               小学（4）56 女子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）57 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

野邉　心彩           ﾉﾍﾞ ｺｺｱ              小学（3）58 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）59 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

朝原希乃花           ｱｻﾊﾗ ﾉﾉｶ             小学（3）60 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）61 女子 平泳ぎ  100m 9歳以下

久島　莉凰           ｸｼﾞﾏ ﾘｵ              小学（3）62 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）63 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

定　　澪莉           ｻﾀﾞ ﾐｵﾘ              小学（2）64 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）65 女子 バタフライ   50m 8歳以下
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森垣　拓斗           ﾓﾘｶﾞｷ ﾀｸﾄ            中学（3）1 男子 バタフライ   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 バタフライ  100m 15･16歳

山根　力丸           ﾔﾏﾈ ﾘｷﾏﾙ             中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）4 男子 自由形  100m 15･16歳

向井友之介           ﾑｶｲ ﾕｳﾉｽｹ            中学（2）5 男子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）6 男子 背泳ぎ  100m 13歳

平野　維吹           ﾋﾗﾉ ｲﾌﾞｷ             中学（1）7 男子 平泳ぎ   50m 13歳

中学（1）8 男子 バタフライ   50m 13歳

三路　瑞生           ｻﾝｼﾞ ﾐｽﾞｷ            中学（1）9 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）10 男子 自由形  100m 13歳

寺内　駿介           ﾃﾗｳﾁ ｼｭﾝｽｹ           中学（1）11 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）12 男子 個人メドレー  200m 13歳

北田　郁磨           ｷﾀﾀﾞ ｲｸﾏ             中学（1）13 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）14 男子 背泳ぎ  100m 12歳

西本　創良           ﾆｼﾓﾄ ｿﾗ              小学（5）15 男子 平泳ぎ   50m 11歳

三路　秋人           ｻﾝｼﾞ ｱｷﾄ             小学（5）16 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）17 男子 個人メドレー  200m 10歳

山本　理央           ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ              小学（4）18 男子 自由形   50m 10歳

北田　佑磨           ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾏ             小学（4）19 男子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）20 男子 個人メドレー  200m 10歳

足立　拓海           ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ             小学（4）21 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）22 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

和田　流一           ﾜﾀﾞ ﾙｲ               小学（3）23 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）24 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小池　勇輝           ｺｲｹ ﾕｳｷ              小学（3）25 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）26 男子 バタフライ   50m 9歳以下

藤田　雄成           ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｾｲ            小学（3）27 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）28 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

安田　莉旺           ﾔｽﾀﾞ ﾘｵｳ             小学（3）29 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）30 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

庄司　維吹           ｼｮｳｼﾞ ｲﾌﾞｷ           小学（3）31 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）32 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

一柳　咲音           ﾋﾄﾂﾔﾅｷﾞ ｻｷﾈ          中学（2）33 女子 自由形  100m 13歳

中学（2）34 女子 個人メドレー  200m 13歳

浅川　真優           ｱｻｶﾜ ﾏﾕ              中学（2）35 女子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）36 女子 背泳ぎ  100m 13歳

福重　百華           ﾌｸｼｹﾞ ﾓﾓｶ            小学（6）37 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）38 女子 個人メドレー  200m 12歳

上田　柚希           ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞｷ            小学（6）39 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）40 女子 個人メドレー  200m 12歳

阪上　永恋           ｻｶｳｴ ｴﾚﾝ             小学（6）41 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）42 女子 個人メドレー  200m 11歳

浅川　真穂           ｱｻｶﾜ ﾏﾎ              小学（6）43 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）44 女子 個人メドレー  200m 11歳

石原　桜空           ｲｼﾊﾗ ｻﾗ              小学（5）45 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（5）46 女子 個人メドレー  200m 11歳

井手口愛依           ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾒｲ            小学（5）47 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）48 女子 個人メドレー  200m 11歳

松下ひまり           ﾏﾂｼﾀ ﾋﾏﾘ             小学（5）49 女子 平泳ぎ   50m 10歳
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松下ひまり           ﾏﾂｼﾀ ﾋﾏﾘ             小学（5）50 女子 個人メドレー  200m 10歳

廣江　佐希           ﾋﾛｴ ｻｷ               小学（5）51 女子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（5）52 女子 個人メドレー  200m 10歳

上田　奈々           ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ              小学（4）53 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）54 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

石井　　涼           ｲｼｲ ｽｽﾞ              小学（4）55 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）56 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

大西　彩生           ｵｵﾆｼ ｻｷ              小学（3）57 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）58 女子 バタフライ   50m 8歳以下

上田　愛奈           ｳｴﾀﾞ ｱｲﾅ             小学（2）59 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）60 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

田中ゆめか           ﾀﾅｶ ﾕﾒｶ              小学（2）61 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）62 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別: 申込種目:

藤田　青海           ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｮｳ            高校（2）1 男子 バタフライ   50m 17･18歳

高校（2）2 男子 バタフライ  100m 17･18歳

森田　海里           ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ              中学（2）3 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 13歳

水谷　修大           ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ           中学（1）5 男子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（1）6 男子 背泳ぎ  100m 13歳

野中　康貴           ﾉﾅｶ ｺｳｷ              中学（1）7 男子 平泳ぎ  100m 13歳

中学（1）8 男子 個人メドレー  200m 13歳

米田　知輝           ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ             小学（6）9 男子 自由形  100m 12歳

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 12歳

鶴田　亮介           ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ            小学（5）11 男子 自由形  100m 11歳

小学（5）12 男子 個人メドレー  200m 11歳

宮下　智幸           ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾕｷ            小学（5）13 男子 バタフライ   50m 10歳

小学（5）14 男子 バタフライ  100m 10歳

東馬場直志           ﾋｶﾞｼﾊﾞﾊﾞ ﾅｵｼ         小学（4）15 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）16 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

吉田　　櫂           ﾖｼﾀﾞ ｶｲ              小学（4）17 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）18 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

水谷　真大           ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾋﾛ            小学（3）19 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）20 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

高濱　大空           ﾀｶﾊﾏ ｿﾗ              小学（3）21 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）22 男子 バタフライ   50m 9歳以下

中塚　剛輝           ﾅｶﾂｶ ｺﾞｳｷ            小学（3）23 男子 平泳ぎ  100m 8歳以下

小学（3）24 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

濱井　奏人           ﾊﾏｲ ｶﾅﾄ              小学（2）25 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）26 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

兵庫　由萌           ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ             中学（3）27 女子 自由形   50m 14歳

中学（3）28 女子 自由形  100m 14歳

木村　栞夏           ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ              中学（1）29 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）30 女子 個人メドレー  200m 13歳

花岡　菜海           ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ             中学（1）31 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）32 女子 個人メドレー  200m 13歳

北本　悠那           ｷﾀﾓﾄ ﾕﾅ              中学（1）33 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）34 女子 バタフライ  100m 12歳

長谷川和奏           ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ            小学（6）35 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）36 女子 バタフライ   50m 12歳

吉田　陽奈           ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ              小学（6）37 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）38 女子 背泳ぎ  100m 11歳

北本　　樹           ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ             小学（5）39 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）40 女子 個人メドレー  200m 11歳

大﨑　咲良           ｵｵｻｷ ｻｸﾗ             小学（5）41 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）42 女子 平泳ぎ   50m 10歳

酒井　優歩           ｻｶｲ ﾕﾎ               小学（4）43 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）44 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

米田　花音           ﾖﾈﾀﾞ ｶﾉﾝ             小学（4）45 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）46 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

西　こころ           ﾆｼ ｺｺﾛ               小学（3）47 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）48 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

貝田　夢來           ｶｲﾀ ﾕﾗ               小学（3）49 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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貝田　夢來           ｶｲﾀ ﾕﾗ               小学（3）50 女子 個人メドレー  200m 8歳以下

宮下　愛佳           ﾐﾔｼﾀ ｱｲｶ             小学（2）51 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）52 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

戸田　結梨           ﾄﾀﾞ ﾕｳﾘ              小学（2）53 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）54 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

笹崎　　想           ｻｻｻﾞｷ ｿｳ             小学（2）55 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）56 女子 バタフライ   50m 8歳以下

28866
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ加西
性別: 申込種目:

岡　　謙佑           ｵｶ ｹﾝｽｹ              高校（2）1 男子 自由形  100m 17･18歳

高校（2）2 男子 個人メドレー  200m 17･18歳

川野　泰雅           ｶﾜﾉ ﾀｲｶﾞ             中学（3）3 男子 バタフライ  100m 14歳

中学（3）4 男子 個人メドレー  200m 14歳

竹本麟汰朗           ﾀｹﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ           小学（4）5 男子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）6 男子 個人メドレー  200m 10歳

大國　隼人           ｵｵｸﾆ ﾊﾔﾄ             小学（4）7 男子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）8 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

高見　和志           ﾀｶﾐ ｶｽﾞｼ             小学（3）9 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）10 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

久斗　奈々           ﾋｻﾄ ﾅﾅ               高校（3）11 女子 自由形   50m 17･18歳

高校（3）12 女子 自由形  100m 17･18歳

川野　愛弥           ｶﾜﾉ ｱﾐ               高校（3）13 女子 背泳ぎ   50m 17･18歳

高校（3）14 女子 背泳ぎ  100m 17･18歳

梅田　遥可           ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙｶ             小学（6）15 女子 自由形  100m 12歳

小学（6）16 女子 個人メドレー  200m 12歳

岡本　瑞生           ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ            小学（6）17 女子 平泳ぎ   50m 12歳

小学（6）18 女子 平泳ぎ  100m 12歳

田邉あけの           ﾀﾅﾍﾞ ｱｹﾉ             小学（4）19 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）20 女子 自由形  100m 9歳以下
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28869
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ大久保
性別: 申込種目:

原　　優斗           ﾊﾗ ﾕｳﾄ               高校（2）1 男子 自由形   50m 17･18歳

高校（2）2 男子 自由形  100m 17･18歳

舌間　悠人           ｼﾀﾏ ﾊﾙﾄ              高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）4 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

稲村　太陽           ｲﾅﾑﾗ ﾀｲﾖｳ            高校（1）5 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）6 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

久保　怜夢           ｸﾎﾞ ﾚｲﾑ              高校（1）7 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）8 男子 自由形  100m 15･16歳

大森　達稀           ｵｵﾓﾘ ﾀﾂｷ             高校（1）9 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）10 男子 自由形  100m 15･16歳

中塚　一真           ﾅｶﾂｶ ｲｯｼﾝ            高校（1）11 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）12 男子 自由形  100m 15･16歳

古閑　竜輝           ｺｶﾞ ﾘｭｳｷ             中学（3）13 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

中学（3）14 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

西馬　雄大           ﾆｼｳﾏ ﾕｳﾀ             中学（3）15 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）16 男子 自由形  100m 15･16歳

橋本　優也           ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ             中学（3）17 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）18 男子 自由形  100m 14歳

長戸　春樹           ﾅｶﾞﾄ ﾊﾙｷ             中学（3）19 男子 バタフライ   50m 14歳

中学（3）20 男子 バタフライ  100m 14歳

森　　颯汰           ﾓﾘ ｿｳﾀ               中学（2）21 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）22 男子 バタフライ  100m 14歳

橋本　誠也           ﾊｼﾓﾄ ｾｲﾔ             中学（2）23 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）24 男子 自由形  100m 13歳

水田　大貴           ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛｷ             中学（2）25 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）26 男子 自由形  100m 13歳

杉本　和輝           ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ           中学（1）27 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）28 男子 自由形  100m 13歳

櫻井　輝一           ｻｸﾗｲ ｺｳｲﾁ            中学（1）29 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）30 男子 自由形  100m 13歳

島田琉之介           ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ          中学（1）31 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）32 男子 個人メドレー  200m 12歳

藤原　秀斗           ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾄ           中学（1）33 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）34 男子 自由形  100m 12歳

寺嶋　柊翔           ﾃﾗｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ           小学（6）35 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）36 男子 自由形  100m 11歳

荒川　一智           ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾄﾓ           小学（5）37 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）38 男子 自由形  100m 11歳

森　　優仁           ﾓﾘ ﾕｳﾄ               小学（5）39 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）40 男子 自由形  100m 11歳

田原　陽光           ﾀﾊﾗ ﾊﾙ               小学（4）41 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）42 男子 平泳ぎ   50m 10歳

寺嶋　亮翔           ﾃﾗｼﾞﾏ ｱｷﾄ            小学（4）43 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）44 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

中井　俊佑           ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ            小学（4）45 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）46 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

金城　諒芽           ｶﾈｼﾛ ﾘｮｳｶﾞ           小学（2）47 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）48 男子 バタフライ   50m 8歳以下

島田　琥生           ｼﾏﾀﾞ ｺｵｷ             小学（2）49 男子 自由形   50m 8歳以下
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島田　琥生           ｼﾏﾀﾞ ｺｵｷ             小学（2）50 男子 バタフライ   50m 8歳以下

原　　歩夢           ﾊﾗ ｱﾕﾑ               小学（2）51 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）52 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

谷　優理也           ﾀﾆ ﾕﾘﾔ               小学（2）53 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）54 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

田原　朝陽           ﾀﾊﾗ ｱｻﾋ              小学（1）55 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）56 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

山下　菜月           ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ             高校（2）57 女子 背泳ぎ   50m 17･18歳

高校（2）58 女子 背泳ぎ  100m 17･18歳

寺田　菜那           ﾃﾗﾀﾞ ｻｲﾅ             高校（2）59 女子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）60 女子 平泳ぎ  100m 15･16歳

赤松いろは           ｱｶﾏﾂ ｲﾛﾊ             高校（1）61 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）62 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

藤田　愛美           ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾐ             中学（3）63 女子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）64 女子 自由形  100m 15･16歳

原　　美月           ﾊﾗ ﾐﾂｷ               中学（3）65 女子 自由形   50m 14歳

中学（3）66 女子 自由形  100m 14歳

小林　英恵           ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅｴ            中学（2）67 女子 平泳ぎ   50m 14歳

中学（2）68 女子 平泳ぎ  100m 14歳

上田　なな           ｳｴﾀﾞ ﾅﾅ              中学（2）69 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）70 女子 自由形  100m 14歳

梅田　歩実           ｳﾒﾀﾞ ｱﾕﾐ             中学（2）71 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）72 女子 自由形  100m 13歳

木下　唯愛           ｷﾉｼﾀ ﾕｱ              中学（1）73 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）74 女子 自由形  100m 13歳

松野　寿音           ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾈ             中学（1）75 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）76 女子 自由形  100m 12歳

西馬　奏美           ﾆｼｳﾏ ｶﾅﾐ             中学（1）77 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）78 女子 バタフライ   50m 12歳

大森　聖菜           ｵｵﾓﾘ ｾﾅ              小学（6）79 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）80 女子 背泳ぎ   50m 11歳

橋本　美織           ﾊｼﾓﾄ ﾐｵ              小学（6）81 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）82 女子 背泳ぎ   50m 11歳

荒木　未空           ｱﾗｷ ﾐｸ               小学（5）83 女子 自由形  100m 11歳

小学（5）84 女子 バタフライ   50m 11歳

山口　結愛           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｱ            小学（4）85 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）86 女子 背泳ぎ   50m 10歳

藤原　可奈           ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ             小学（5）87 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）88 女子 背泳ぎ   50m 10歳

久保　柚月           ｸﾎﾞ ﾕｽﾞｷ             小学（4）89 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）90 女子 バタフライ   50m 10歳

井上　華凜           ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ             小学（4）91 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）92 女子 バタフライ   50m 10歳

井上　舞凜           ｲﾉｳｴ ﾏﾘﾝ             小学（4）93 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）94 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小西　結椛           ｺﾆｼ ﾕｲｶ              小学（4）95 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）96 女子 バタフライ   50m 9歳以下
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28874
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン三田
性別: 申込種目:

田澤日々生           ﾀｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ            中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16歳

木元　良宇           ｷﾓﾄ ﾗｳ               中学（3）3 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）4 男子 自由形  100m 14歳

松本　尚己           ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ             中学（2）5 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）6 男子 自由形  100m 14歳

後藤　怜志           ｺﾞﾄｳ ｻﾄｼ             中学（2）7 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）8 男子 自由形  100m 14歳

玉利　大貴           ﾀﾏﾘ ﾀﾞｲｷ             小学（6）9 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）10 男子 自由形  100m 12歳

来住　尊斗           ｷｼ ﾐｺﾄ               小学（6）11 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）12 男子 個人メドレー  200m 11歳

藤井　祐丞           ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ            小学（5）13 男子 自由形   50m 11歳

加藤　　翼           ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ             小学（5）14 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）15 男子 個人メドレー  200m 10歳

竹内　隼人           ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ             小学（4）16 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）17 男子 背泳ぎ   50m 10歳

岡崎　佑莉           ｵｶｻﾞｷ ﾕｳﾘ            小学（4）18 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）19 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

西澤　陽翔           ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅﾄ            小学（4）20 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）21 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

中山　和樹           ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ            小学（4）22 男子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）23 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

牧　　康平           ﾏｷ ｺｳﾍｲ              小学（4）24 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）25 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

来住　柚紀           ｷｼ ﾕｽﾞｷ              小学（3）26 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）27 男子 バタフライ   50m 9歳以下

松本　玲奈           ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ             中学（1）28 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）29 女子 自由形  100m 13歳

萩山　　凜           ﾊｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ             小学（6）30 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）31 女子 バタフライ   50m 11歳

堀川　心愛           ﾎﾘｶﾜ ｺｺﾅ             小学（5）32 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）33 女子 自由形  100m 11歳

水野　歩未           ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾐ             小学（5）34 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）35 女子 自由形  100m 10歳

佐藤　陽愛           ｻﾄｳ ﾊﾙｱ              小学（4）36 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）37 女子 バタフライ   50m 10歳

萩原　愛結           ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕ             小学（4）38 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）39 女子 背泳ぎ   50m 10歳

萩山優衣香           ﾊｷﾞﾔﾏ ﾕｲｶ            小学（4）40 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）41 女子 背泳ぎ   50m 10歳

石田　愛沙           ｲｼﾀﾞ ｱｽﾅ             小学（4）42 女子 自由形  100m 10歳

小学（4）43 女子 平泳ぎ   50m 10歳

本荘　奈月           ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ           小学（4）44 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）45 女子 自由形  100m 10歳

有井　瑞稀           ｱﾘｲ ﾐｽﾞｷ             小学（4）46 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）47 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

深澤　彩葉           ﾌｶｻﾞﾜ ｲﾛﾊ            小学（4）48 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）49 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下
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飯田　佳蓮           ｲｲﾀﾞ ｶﾚﾝ             小学（4）50 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）51 女子 バタフライ   50m 9歳以下

玉利　愛佳           ﾀﾏﾘ ｱｲｶ              小学（3）52 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）53 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

波平　夏歩           ﾅﾐﾋﾗ ｶﾎ              小学（3）54 女子 自由形   50m 9歳以下

柳田　　澪           ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｵ            小学（3）55 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）56 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下
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中晴　達哉           ﾅｶﾊﾙ ﾀﾂﾔ             中学（3）1 男子 背泳ぎ   50m 14歳

中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 14歳

田中　優音           ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ              中学（2）3 男子 自由形  100m 14歳

中学（2）4 男子 背泳ぎ  100m 14歳

堀　　和喜           ﾎﾘ ｶｽﾞｷ              中学（2）5 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）6 男子 バタフライ   50m 13歳

葛原　悠大           ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ            小学（6）7 男子 背泳ぎ  100m 12歳

小学（6）8 男子 個人メドレー  200m 12歳

葛井　泰成           ｶﾂｲ ﾀｲｾｲ             小学（6）9 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）10 男子 平泳ぎ   50m 11歳

中島　琉矢           ﾅｶｼﾏ ﾘﾔ              小学（6）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）12 男子 バタフライ  100m 11歳

林　　勇希           ﾊﾔｼ ﾕｳｷ              小学（5）13 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）14 男子 平泳ぎ   50m 11歳

井筒　友貴           ｲﾂﾞﾂ ﾄﾓｷ             小学（5）15 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）16 男子 バタフライ  100m 10歳

袋瀬　大智           ﾌｸﾛｾ ﾀｲﾁ             小学（3）17 男子 自由形   50m 9歳以下

川越　雄成           ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｾｲ           小学（3）18 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）19 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

井筒　大貴           ｲﾂﾞﾂ ﾋﾛｷ             小学（3）20 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）21 男子 背泳ぎ  100m 8歳以下

岸本　蒼大           ｷｼﾓﾄ ｱｵｲ             小学（2）22 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）23 男子 自由形  100m 8歳以下

田中　恵梨           ﾀﾅｶ ｴﾘ               高校（1）24 女子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）25 女子 平泳ぎ  100m 15･16歳

柴田　芽依           ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ              中学（3）26 女子 バタフライ   50m 15･16歳

中学（3）27 女子 バタフライ  100m 15･16歳

松本　尚子           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｺ             中学（3）28 女子 背泳ぎ   50m 15･16歳

中学（3）29 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

登山　優寿           ﾄﾔﾏ ﾕｽﾞ              中学（3）30 女子 自由形   50m 14歳

中学（3）31 女子 平泳ぎ   50m 14歳

大町　春瑠           ｵｵﾏﾁ ﾊﾙﾙ             中学（2）32 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）33 女子 自由形  100m 13歳

高森　夏鈴           ﾀｶﾓﾘ ｶﾘﾝ             中学（1）34 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）35 女子 自由形  100m 13歳

徳橋　朋菜           ﾄｸﾊｼ ﾄﾓﾅ             中学（1）36 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）37 女子 背泳ぎ   50m 12歳

岡本　夏怜           ｵｶﾓﾄ ｶﾚﾝ             中学（1）38 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）39 女子 平泳ぎ  100m 12歳

豊田　淳子           ﾄﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ           中学（1）40 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）41 女子 背泳ぎ  100m 12歳

佐井　唯莉           ｻｲ ﾕｲﾘ               中学（1）42 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）43 女子 平泳ぎ  100m 12歳

柴田　結生           ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ              小学（6）44 女子 バタフライ   50m 11歳

小学（6）45 女子 バタフライ  100m 11歳

中島　琉莉           ﾅｶｼﾞﾏ ﾙﾘ             小学（6）46 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）47 女子 個人メドレー  200m 11歳

大村　優菜           ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ             小学（6）48 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）49 女子 自由形  100m 11歳
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中村　心香           ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ              小学（5）50 女子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（5）51 女子 平泳ぎ  100m 10歳

岡本　麗央           ｵｶﾓﾄ ﾘｵ              小学（5）52 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）53 女子 自由形  100m 10歳

大町紀々香           ｵｵﾏﾁ ﾉﾉｶ             小学（5）54 女子 バタフライ   50m 10歳

小学（5）55 女子 個人メドレー  200m 10歳

冨田　彩花           ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ              小学（4）56 女子 自由形   50m 9歳以下

池田　莉菜           ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ              小学（4）57 女子 自由形   50m 9歳以下

中河　樹希           ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾂｷ            小学（3）58 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）59 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

岡本　梨沙           ｵｶﾓﾄ ﾘｻ              小学（3）60 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）61 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

角本　羽菜           ｶｸﾓﾄ ﾊﾅ              小学（2）62 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）63 女子 個人メドレー  200m 8歳以下
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都染　拓真           ﾂｿﾞﾒ ﾀｸﾏ             高校（2）1 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）2 男子 自由形  100m 15･16歳

笠木　惇平           ｶｻｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         中学（2）3 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）4 男子 平泳ぎ  100m 13歳

北口慎二郎           ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞﾛｳ         中学（2）5 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）6 男子 個人メドレー  200m 13歳

寺田　壮利           ﾃﾗﾀﾞ ﾀｹﾄ             中学（2）7 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）8 男子 自由形  100m 13歳

舌間　啓人           ｼﾀﾏ ｹｲﾄ              小学（6）9 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 12歳

伊藤　琉真           ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ             小学（5）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）12 男子 個人メドレー  200m 11歳

髙山　朝陽           ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾋ             小学（5）13 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）14 男子 個人メドレー  200m 11歳

石倉　大聖           ｲｼｸﾗ ﾀｲｾｲ            小学（5）15 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 10歳

早川　一穂           ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾎ            小学（4）17 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）18 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

田村　悠葵           ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ              小学（4）19 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）20 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

大西　櫂吏           ｵｵﾆｼ ｶｲﾘ             小学（3）21 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）22 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

中村青太郎           ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ           小学（3）23 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）24 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

橋本　莉央           ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ              小学（3）25 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）26 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

駒川　　結           ｺﾏｶﾞﾜ ﾕｲ             高校（2）27 女子 自由形  100m 15･16歳

高校（2）28 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

松下　茜音           ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ             高校（1）29 女子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）30 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

渡部　玲奈           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ             高校（1）31 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）32 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

髙山　瑠菜           ﾀｶﾔﾏ ﾙﾅ              中学（3）33 女子 自由形   50m 14歳

中学（3）34 女子 自由形  100m 14歳

駒川　　零           ｺﾏｶﾞﾜ ﾚｲ             中学（2）35 女子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）36 女子 背泳ぎ  100m 13歳

藤定　晴香           ﾌｼﾞｻﾀﾞ ﾊﾙｶ           中学（2）37 女子 平泳ぎ  100m 13歳

中学（2）38 女子 個人メドレー  200m 13歳

早川　果南           ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾅ             中学（2）39 女子 自由形  100m 13歳

中学（2）40 女子 個人メドレー  200m 13歳

花房樹咲里           ﾊﾅﾌｻ ｼﾞｭｴﾘ           中学（2）41 女子 自由形  100m 13歳

中学（2）42 女子 バタフライ   50m 13歳

石倉　凪彩           ｲｼｸﾗ ﾅｷﾞｻ            中学（1）43 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）44 女子 バタフライ  100m 13歳

森田　莉子           ﾓﾘﾀ ﾘｺ               中学（1）45 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）46 女子 自由形  100m 13歳

大西　璃杏           ｵｵﾆｼ ﾘｱﾝ             中学（1）47 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）48 女子 個人メドレー  200m 12歳

早川　柚葉           ﾊﾔｶﾜ ﾕｽﾞﾊ            中学（1）49 女子 平泳ぎ  100m 12歳
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早川　柚葉           ﾊﾔｶﾜ ﾕｽﾞﾊ            中学（1）50 女子 個人メドレー  200m 12歳

北田一千咲           ｷﾀﾀﾞ ｲﾁｻ             小学（6）51 女子 自由形  100m 11歳

小学（6）52 女子 個人メドレー  200m 11歳

辻本　優珠           ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｽﾞ            小学（5）53 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）54 女子 平泳ぎ   50m 11歳

伊藤　瑠伽           ｲﾄｳ ﾙｶ               小学（3）55 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）56 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

大山　陽愛           ｵｵﾔﾏ ﾋﾅ              小学（3）57 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）58 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

石倉　百望           ｲｼｸﾗ ﾓﾓ              小学（2）59 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）60 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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山下市太郎           ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾀﾛｳ           中学（1）1 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）2 男子 自由形  100m 12歳

大野　遥斗           ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ              小学（6）3 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）4 男子 平泳ぎ   50m 11歳

山本　隼士           ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ           小学（4）5 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）6 男子 バタフライ   50m 9歳以下

中野仁太郎           ﾅｶﾉ ｼﾞﾝﾀﾛｳ           小学（4）7 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）8 男子 バタフライ   50m 9歳以下

木山　琴美           ｷﾔﾏ ｺﾄﾐ              高校（3）9 女子 自由形   50m 17･18歳

高校（3）10 女子 バタフライ  100m 17･18歳

丸井　花音           ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ              高校（1）11 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）12 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

野口　花音           ﾉｸﾞﾁ ｶﾉﾝ             高校（1）13 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）14 女子 自由形  100m 15･16歳

石橋　由徠           ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ             中学（3）15 女子 バタフライ  100m 15･16歳

中学（3）16 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

今林　柚葉           ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ          中学（3）17 女子 自由形  100m 14歳

中学（3）18 女子 個人メドレー  200m 14歳

国貞　愛佳           ｸﾆｻﾀﾞ ｱｲｶ            中学（2）19 女子 自由形  100m 14歳

中学（2）20 女子 個人メドレー  200m 14歳

大室　澄玲           ｵｵﾑﾛ ｽﾐﾚ             中学（2）21 女子 自由形  100m 13歳

中学（2）22 女子 個人メドレー  200m 13歳

石橋　未望           ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾉ             中学（2）23 女子 自由形  100m 13歳

中学（2）24 女子 平泳ぎ  100m 13歳

木山　絢香           ｷﾔﾏ ｱﾔｶ              中学（2）25 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）26 女子 個人メドレー  200m 13歳

片山　美空           ｶﾀﾔﾏ ﾐｸ              中学（2）27 女子 背泳ぎ  100m 13歳

中学（2）28 女子 個人メドレー  200m 13歳

石川ひより           ｲｼｶﾜ ﾋﾖﾘ             中学（1）29 女子 平泳ぎ  100m 13歳

中学（1）30 女子 個人メドレー  200m 13歳

江口　　舞           ｴｸﾞﾁ ﾏｲ              小学（5）31 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）32 女子 個人メドレー  200m 11歳

福岡　苺依           ﾌｸｵｶ ﾒｲ              小学（5）33 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）34 女子 個人メドレー  200m 10歳

中矢　純宇           ﾅｶﾔ ｱﾔﾈ              小学（5）35 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）36 女子 個人メドレー  200m 10歳

菖蒲池　鈴           ｼｮｳﾌﾞｲｹ ﾘﾝ           小学（4）37 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）38 女子 個人メドレー  200m 10歳

永田　　蒼           ﾅｶﾞﾀ ｱｵｲ             小学（3）39 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）40 女子 個人メドレー  200m 8歳以下

志井　宙寧           ｼｲ ｿﾗﾈ               小学（2）41 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）42 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下
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西村　佑空           ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ             高校（1）1 男子 バタフライ  100m 15･16歳

高校（1）2 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

藤井　翔太           ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ            中学（3）3 男子 平泳ぎ  100m 14歳

松尾　颯馬           ﾏﾂｵ ｿｳﾏ              中学（3）4 男子 自由形  100m 14歳

中学（3）5 男子 個人メドレー  200m 14歳

長谷川陽大           ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ            中学（2）6 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）7 男子 個人メドレー  200m 14歳

福田　晶斗           ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾄ             小学（6）8 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）9 男子 バタフライ   50m 12歳

和泉　僚真           ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ            小学（6）10 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）11 男子 バタフライ   50m 12歳

栗田蓮太郎           ｸﾘﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ            小学（6）12 男子 自由形   50m 11歳

土井健太郎           ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ            小学（6）13 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）14 男子 バタフライ   50m 11歳

渡邊　裕珂           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶﾞ           小学（5）15 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 10歳

森　　翔永           ﾓﾘ ｼｮｳｴｲ             小学（4）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）18 男子 バタフライ   50m 10歳

西村　伶音           ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ             中学（2）19 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）20 女子 自由形  100m 14歳

村上　咲優           ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ              中学（2）21 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）22 女子 自由形  100m 13歳

掘井　小春           ﾎﾘｲ ｺﾊﾙ              中学（1）23 女子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（1）24 女子 背泳ぎ  100m 13歳

西山菜乃華           ﾆｼﾔﾏ ﾅﾉﾊ             中学（1）25 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）26 女子 個人メドレー  200m 13歳

森　　愛夏           ﾓﾘ ｱｲﾅ               小学（6）27 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）28 女子 背泳ぎ   50m 12歳

河島菜々子           ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ             小学（6）29 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）30 女子 バタフライ   50m 11歳

松尾　颯希           ﾏﾂｵ ｻﾂｷ              小学（5）31 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）32 女子 自由形  100m 10歳

掘井　愛乃           ﾎﾘｲ ｱｷﾉ              小学（5）33 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）34 女子 バタフライ   50m 10歳
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山田　稀介           ﾔﾏﾀﾞ ｷｽｹ             中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16歳

南田　真生           ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｵ             中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）4 男子 自由形  100m 15･16歳

白井　大翔           ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ              中学（3）5 男子 自由形  100m 14歳

中学（3）6 男子 平泳ぎ  100m 14歳

上原　楓賀           ｳｴﾊﾗ ﾌｳｶﾞ            中学（3）7 男子 平泳ぎ   50m 14歳

中学（3）8 男子 平泳ぎ  100m 14歳

南田　真己           ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｷ             中学（2）9 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）10 男子 自由形  100m 13歳

白井　大誠           ｼﾗｲ ﾀｲｾｲ             中学（1）11 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）12 男子 自由形  100m 12歳

三昌　拓真           ﾐﾏｻ ﾀｸﾏ              小学（6）13 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）14 男子 自由形  100m 11歳

南田　真和           ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏﾅ             小学（4）15 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）16 男子 自由形  100m 10歳

松下　竣勇           ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝﾄ            小学（3）17 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）18 男子 自由形  100m 9歳以下

中嶋望々花           ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ            高校（3）19 女子 背泳ぎ  100m 17･18歳

小縣　愛華           ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ             高校（2）20 女子 背泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）21 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

南家　亜衣           ﾅﾝｹ ｱｲ               中学（2）22 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）23 女子 自由形  100m 14歳

山本　明依           ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ              中学（2）24 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）25 女子 自由形  100m 14歳

西本帆乃夏           ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ             中学（1）26 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）27 女子 自由形  100m 12歳

北島　瑞希           ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ           小学（6）28 女子 自由形   50m 11歳

坂本　初音           ｻｶﾓﾄ ﾊﾂﾈ             小学（5）29 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）30 女子 自由形  100m 11歳

西本陽代里           ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ             小学（4）31 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）32 女子 自由形  100m 10歳

28932
氏名: カナ: 学校:No.:

TX夙川
性別: 申込種目:

辻　　聡司           ﾂｼﾞ ｿｳｼ              小学（6）1 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）2 男子 自由形  100m 11歳

永野聖里愛           ﾅｶﾞﾉ ｾﾘｱ             中学（1）3 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）4 女子 自由形  100m 13歳

大塚　美咲           ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ             小学（6）5 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）6 女子 自由形  100m 12歳
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