
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

28301
氏名: カナ: 学校:No.:

網干高校
性別: 申込種目:

中村　陸玖           ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ              高校（2）1 男子 自由形   50m 17･18歳

坂井　奏太           ｻｶｲ ｿｳﾀ              高校（2）2 男子 自由形   50m 17･18歳

佐保田宗汰           ｻﾎﾀﾞ ｿｳﾀ             高校（2）3 男子 バタフライ   50m 15･16歳

板橋　迅風           ｲﾀﾊｼ ﾊﾔﾃ             高校（2）4 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

大野　愛奈           ｵｵﾉ ｴﾅ               高校（2）5 女子 背泳ぎ   50m 17･18歳

吉田　真菜           ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅ              高校（2）6 女子 自由形   50m 15･16歳

藤尾　結菜           ﾌｼﾞｵ ﾕｲﾅ             高校（1）7 女子 バタフライ  100m 15･16歳

28308
氏名: カナ: 学校:No.:

県立赤穂高校
性別: 申込種目:

田淵　康介           ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｽｹ            高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m 17･18歳

高校（2）2 男子 平泳ぎ  100m 17･18歳

横田空太朗           ﾖｺﾀ ｺｳﾀﾛｳ            高校（1）3 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

古賀　真生           ｺｶﾞ ﾏｻｷ              高校（1）5 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）6 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

末廣　　司           ｽｴﾋﾛ ﾂｶｻ             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

村上　達哉           ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ             高校（1）9 男子 背泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）10 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

是兼　直哉           ｺﾚｶﾈ ﾅｵﾔ             高校（1）11 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）12 男子 バタフライ   50m 15･16歳

清水　恵那           ｼﾐｽﾞ ｴﾅ              高校（2）13 女子 背泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）14 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

河村　　凜           ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ              高校（1）15 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）16 女子 自由形  100m 15･16歳

岸本　愛莉           ｷｼﾓﾄ ｱｲﾘ             高校（1）17 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）18 女子 自由形  100m 15･16歳

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（3）1 男子 自由形   50m 17･18歳

小西　虹輝           ｺﾆｼ ｺｳｷ              高校（1）2 男子 自由形   50m 15･16歳

石垣　凜斗           ｲｼｶﾞｷ ﾘﾝﾄ            高校（1）3 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

高校（1）4 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

藤井　敦嗣           ﾌｼﾞｲ ｱﾂｼ             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

萩原　誠斗           ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ            高校（1）7 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）8 男子 バタフライ   50m 15･16歳

衣笠　海音           ｷﾇｶﾞｻ ｱﾏﾈ            高校（2）9 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）10 女子 自由形  100m 15･16歳

石川　茶美           ｲｼｶﾜ ﾁｬﾐ             高校（2）11 女子 自由形  100m 15･16歳

高校（2）12 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

宮城　　和           ﾐﾔｷﾞ ﾉﾄﾞｶ            高校（1）13 女子 バタフライ  100m 15･16歳

高校（1）14 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

長谷川結衣           ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ             高校（1）15 女子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）16 女子 平泳ぎ  100m 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

28310
氏名: カナ: 学校:No.:

県立御影高校
性別: 申込種目:

秦　　諒良           ﾊﾀ ｱｷﾗ               高校（1）1 男子 背泳ぎ   50m 17･18歳

福長富士夫           ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｼﾞｦ           高校（1）2 男子 自由形   50m 15･16歳

尾上　充輝           ｵﾉｳｴ ﾐﾂｷ             高校（1）3 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

高校（1）4 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

石川　凪咲           ｲｼｶﾜ ﾅｷﾞｻ            高校（2）5 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）6 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

石金和花菜           ｲｼｶﾈ ﾜｶﾅ             高校（1）7 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）8 女子 バタフライ   50m 15･16歳

28353
氏名: カナ: 学校:No.:

須磨東高校
性別: 申込種目:

田部　健伸           ﾀﾍﾞ ｹﾝｼﾝ             高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

中庭　　駿           ﾅｶﾆﾜ ｼｭﾝ             高校（2）3 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

河邉　元輝           ｶﾜﾍﾞ ｹﾞﾝｷ            高校（2）5 男子 自由形  100m 15･16歳

鍋田　昌大           ﾅﾍﾞﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ          高校（1）6 男子 自由形   50m 15･16歳

崎田　悠真           ｻｷﾀ ﾕｳﾏ              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

&#134071;川琴音      ﾖｼｶﾜ ｺﾄﾈ             高校（1）9 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

28356
氏名: カナ: 学校:No.:

龍野高校
性別: 申込種目:

佐々木琉聖           ｻｻｷ ﾘｭｳｾｲ            高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m 17･18歳

瀬尾　大翔           ｾｵ ﾋﾛﾄ               高校（2）2 男子 自由形   50m 17･18歳

永富　友基           ﾅｶﾞﾄﾐ ﾕｳｷ            高校（2）3 男子 自由形   50m 15･16歳

片芝ひなた           ｶﾀｼﾊﾞ ﾋﾅﾀ            高校（2）4 女子 バタフライ   50m 17･18歳

28388
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路飾西高校
性別: 申込種目:

山本　敦之           ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾕｷ            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

加納　準也           ｶﾉｳ ｼﾞｭﾝﾔ            高校（2）3 男子 バタフライ   50m 17･18歳

荒金孝太郎           ｱﾗｶﾈ ｺｳﾀﾛｳ           高校（2）4 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）5 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

三田　拓海           ｻﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ             高校（1）6 男子 自由形   50m 15･16歳

井上　愛望           ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾐ             高校（2）7 女子 自由形   50m 17･18歳

高校（2）8 女子 自由形  100m 17･18歳

小林　一花           ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁｶ            高校（1）9 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）10 女子 背泳ぎ   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

28602
氏名: カナ: 学校:No.:

市川高校
性別: 申込種目:

高橋　　駿           ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ             高校（3）1 男子 自由形   50m 17･18歳

高校（3）2 男子 自由形  100m 17･18歳

加野　翔大           ｶﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ            高校（3）3 男子 自由形   50m 17･18歳

北川　　凜           ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾝ             高校（3）4 男子 自由形  100m 17･18歳

北井　志宜           ｷﾀｲ ﾓﾄｷ              高校（2）5 男子 自由形   50m 17･18歳

高校（2）6 男子 自由形  100m 17･18歳

小川　雄大           ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾋ             高校（2）7 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）8 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

倉橋　宙史           ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ            高校（2）9 男子 バタフライ  100m 15･16歳

高校（2）10 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

立岩　朋純           ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ              高校（2）11 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（2）12 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

吉宮　浩之           ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ            高校（2）13 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）14 男子 自由形  100m 15･16歳

濱野　瑠亜           ﾊﾏﾉ ﾙｱ               高校（2）15 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（2）16 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

大倉　瑞輝           ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ            高校（2）17 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（2）18 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

28613
氏名: カナ: 学校:No.:

村野工業高校
性別: 申込種目:

白方　　龍           ｼﾗｶﾀ ﾘｮｳ             高校（3）1 男子 背泳ぎ   50m 17･18歳

高校（3）2 男子 個人メドレー  200m 17･18歳

前田　竜毅           ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾖｼ            高校（3）3 男子 自由形   50m 17･18歳

高校（3）4 男子 自由形  100m 17･18歳

野　　龍矢           ﾉ ﾘｭｳﾔ               高校（2）5 男子 バタフライ   50m 17･18歳

高校（2）6 男子 バタフライ  100m 17･18歳

重國　陽壮           ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ            高校（2）7 男子 自由形   50m 17･18歳

高校（2）8 男子 自由形  100m 17･18歳

卯野　諒成           ｳﾉ ﾘｮｳｾｲ             高校（1）9 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）10 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

泉　　翔也           ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ            高校（1）11 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）12 男子 バタフライ   50m 15･16歳

畑本　琉希           ﾊﾀﾓﾄ ﾘｭｳｷ            高校（1）13 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）14 男子 自由形  100m 15･16歳

神澤　流風           ｶﾐｻﾜ ﾅﾋﾞｷ            高校（1）15 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）16 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

安田　海生           ﾔｽﾀﾞ ｶｲｾｲ            高校（1）17 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）18 男子 自由形  100m 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

28806
氏名: カナ: 学校:No.:

市川洗心館
性別: 申込種目:

高橋　海人           ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ             中学（3）1 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）2 男子 バタフライ   50m 14歳

藤原　清嵩           ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾖﾀｶ           中学（2）3 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）4 男子 平泳ぎ   50m 14歳

和田　瑞生           ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ             中学（2）5 男子 自由形   50m 13歳

石橋　和樹           ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞｷ           中学（2）6 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）7 男子 自由形  100m 13歳

高橋　　輝           ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ             中学（1）8 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）9 男子 バタフライ   50m 12歳

石井　　伶           ｲｼｲ ﾚｲ               高校（2）10 女子 平泳ぎ   50m 17･18歳

高校（2）11 女子 個人メドレー  200m 17･18歳

高尾　桜奈           ﾀｶｵ ｻﾅ               中学（3）12 女子 平泳ぎ  100m 15･16歳

岩﨑　結子           ｲﾜｻｷ ﾕｲｺ             中学（2）13 女子 平泳ぎ  100m 13歳

中学（2）14 女子 個人メドレー  200m 13歳

横田　紗菜           ﾖｺﾀ ｻﾅ               中学（1）15 女子 バタフライ   50m 13歳

有吉　柚花           ｱﾘﾖｼ ﾕｽﾞｶ            小学（5）16 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）17 女子 個人メドレー  200m 10歳

28813
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ甲南山手
性別: 申込種目:

永野　天我           ﾅｶﾞﾉ ﾃﾝｶﾞ            中学（2）1 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）2 男子 自由形  100m 14歳

加藤　航太           ｶﾄｳ ｺｳﾀ              中学（1）3 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）4 男子 個人メドレー  200m 12歳

飯田　健太           ｲｲﾀﾞ ｹﾝﾀ             中学（1）5 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）6 男子 背泳ぎ  100m 12歳

川村　航大           ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ           小学（3）7 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）8 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

綿谷　勇人           ﾜﾀﾀﾆ ﾕｳﾄ             小学（3）9 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）10 男子 バタフライ   50m 8歳以下

上島陽奈代           ｳｴｼﾏ ﾋﾅﾖ             中学（2）11 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）12 女子 自由形  100m 14歳

植木　亜美           ｳｴｷ ｱﾐ               中学（2）13 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）14 女子 自由形  100m 13歳

山中　紬響           ﾔﾏﾅｶ ｼｵﾝ             中学（1）15 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）16 女子 自由形  100m 12歳

松岡妃芽璃           ﾏﾂｵｶ ﾋﾒﾘ             中学（1）17 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）18 女子 背泳ぎ   50m 12歳

佐藤　風夏           ｻﾄｳ ﾌｳｶ              小学（5）19 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）20 女子 自由形  100m 11歳

足立　　奏           ｱﾀﾞﾁ ｶﾅﾃﾞ            小学（4）21 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）22 女子 平泳ぎ   50m 10歳

加藤　心彩           ｶﾄｳ ｺｺｱ              小学（4）23 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）24 女子 自由形  100m 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

28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別: 申込種目:

日浦　悠人           ﾋｳﾗ ﾕｳﾄ              高校（2）1 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）2 男子 自由形  100m 15･16歳

吉野　倖平           ﾖｼﾉ ｺｳﾍｲ             中学（3）3 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）4 男子 自由形  100m 14歳

牛戸日向汰           ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ             小学（6）5 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）6 男子 自由形  100m 12歳

石川　　煌           ｲｼｶﾜ ｺｳ              小学（6）7 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）8 男子 自由形  100m 11歳

鳥塚瑛太郎           ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ           小学（5）9 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）10 男子 自由形  100m 10歳

錦織　郁斗           ﾆｼｺｵﾘ ｲｸﾄ            小学（4）11 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）12 男子 バタフライ   50m 10歳

尾﨑　勇飛           ｵｻﾞｷ ﾕｳﾋ             小学（4）13 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）14 男子 平泳ぎ   50m 10歳

北　　直音           ｷﾀ ﾅｵﾄ               小学（4）15 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）16 男子 背泳ぎ   50m 10歳

林　　暖真           ﾊﾔｼ ﾊﾙﾏ              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

山城　琉生           ﾔﾏｼﾛ ﾙｲ              小学（4）19 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）20 男子 平泳ぎ  100m 9歳以下

大野　　快           ｵｵﾉ ｶｲ               小学（3）21 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）22 男子 バタフライ   50m 8歳以下

坂口　大知           ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ            小学（3）23 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）24 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

土岐　脩雅           ﾄｷ ｼｭｳｶﾞ             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

石川　　颯           ｲｼｶﾜ ｿｳ              小学（3）27 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）28 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

濱口　雄飛           ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ            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

杉原　叶真           ｽｷﾞﾊﾗ ﾄｳﾏ            小学（2）31 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）32 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

久内　貞治           ﾋｻｳﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ          小学（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

吉田　大範           ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ            小学（2）35 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）36 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

力石　琉聖           ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ           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

白尾　裕介           ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ             小学（2）39 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）40 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

吉村　安珠           ﾖｼﾑﾗ ｱﾝｽﾞ            中学（3）41 女子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）42 女子 バタフライ   50m 15･16歳

森田　彩乃           ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ              中学（3）43 女子 平泳ぎ   50m 14歳

中学（3）44 女子 平泳ぎ  100m 14歳

中田　　海           ﾅｶﾀ ｳﾐ               中学（3）45 女子 バタフライ   50m 14歳

中学（3）46 女子 バタフライ  100m 14歳

小方　桃菜           ｵｶﾞﾀ ﾓﾓﾅ             中学（3）47 女子 バタフライ   50m 14歳

中学（3）48 女子 バタフライ  100m 14歳

清田　　陽           ｷﾖﾀ ﾐﾅﾐ              中学（2）49 女子 自由形   50m 13歳
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清田　　陽           ｷﾖﾀ ﾐﾅﾐ              中学（2）50 女子 自由形  100m 13歳

吉田　　凜           ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ              中学（2）51 女子 バタフライ   50m 13歳

中学（2）52 女子 バタフライ  100m 13歳

石躍　佐和           ｲｼｵﾄﾞﾘ ｻﾜ            中学（1）53 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）54 女子 自由形  100m 13歳

岡本　真緒           ｵｶﾓﾄ ﾏｵ              中学（1）55 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）56 女子 バタフライ   50m 13歳

土井　千智           ﾄﾞｲ ﾁｻﾄ              中学（1）57 女子 バタフライ   50m 13歳

中学（1）58 女子 バタフライ  100m 13歳

中田　小雪           ﾅｶﾀ ｺﾕｷ              中学（1）59 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）60 女子 バタフライ   50m 12歳

齊藤　結菜           ｻｲﾄｳ ﾕﾅ              小学（6）61 女子 平泳ぎ  100m 12歳

小学（6）62 女子 個人メドレー  200m 12歳

荒西　真有           ｱﾗﾆｼ ﾏﾕ              小学（5）63 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）64 女子 背泳ぎ   50m 11歳

野村　芽生           ﾉﾑﾗ ﾒｲ               小学（5）65 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）66 女子 自由形  100m 11歳

有田　真歩           ｱﾘﾀ ﾏﾎ               小学（5）67 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）68 女子 バタフライ   50m 10歳

尾関　葵衣           ｵｾﾞｷ ｱｵｲ             小学（4）69 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）70 女子 背泳ぎ   50m 10歳

村田　未紗           ﾑﾗﾀ ﾐｻ               小学（4）71 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）72 女子 平泳ぎ   50m 10歳

副島　一蕗           ｿｴｼﾞﾏ ｲﾌﾞｷ           小学（4）73 女子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（4）74 女子 バタフライ   50m 10歳

竹原千紗葵           ﾀｹﾊﾗ ﾁｻｷ             小学（4）75 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）76 女子 バタフライ   50m 9歳以下

寺本莉佳子           ﾃﾗﾓﾄ ﾘｶｺ             小学（3）77 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）78 女子 バタフライ   50m 9歳以下

村川　愛美           ﾑﾗｶﾜ ﾏﾅﾐ             小学（3）79 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）80 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

井本　奈那           ｲﾓﾄ ﾅﾅ               小学（3）81 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）82 女子 バタフライ   50m 8歳以下

野口　結奈           ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ              小学（3）83 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）84 女子 バタフライ   50m 8歳以下

藤川　愛菜           ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾅ             小学（3）85 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）86 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

尾関　明咲           ｵｾﾞｷ ｱｻｷﾞ            小学（3）87 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）88 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

石躍　真悠           ｲｼｵﾄﾞﾘ ﾏﾕ            小学（2）89 女子 自由形   50m 8歳以下

村田　彩心           ﾑﾗﾀ ｱﾔｺ              小学（2）90 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）91 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

古賀　月菜           ｺｶﾞ ﾙﾅ               小学（2）92 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）93 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

貴島　彩羽           ｷｼﾞﾏ ｲﾛﾊ             小学（2）94 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）95 女子 バタフライ   50m 8歳以下

山城　杏未           ﾔﾏｼﾛ ｱﾐ              小学（2）96 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）97 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

狩野　里奈           ｶﾉｳ ﾘﾅ               小学（1）98 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）99 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

橋本　愛乃           ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾉ             小学（1）100 女子 自由形   50m 8歳以下
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橋本　愛乃           ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾉ             小学（1）101 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

野口　明希           ﾉｸﾞﾁ ｱｷ              小学（1）102 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）103 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

28817
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ西紀
性別: 申込種目:

小稲　　蓮           ｺｲﾈ ﾚﾝ               中学（2）1 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）2 男子 自由形  100m 14歳

谷田　康晟           ﾀﾆﾀﾞ ｺｳｾｲ            中学（1）3 男子 平泳ぎ   50m 13歳

中学（1）4 男子 平泳ぎ  100m 13歳

吉良　龍人           ｷﾗ ﾘｭｳﾄ              小学（4）5 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）6 男子 自由形  100m 10歳

俣野健太朗           ﾏﾀﾉ ｹﾝﾀﾛｳ            小学（4）7 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）8 男子 個人メドレー  200m 10歳

足立瑛比古           ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾋｺ            小学（3）9 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）10 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

吉田　智尋           ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ             高校（1）11 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）12 女子 バタフライ   50m 15･16歳

北川　柚岐           ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ           小学（6）13 女子 背泳ぎ  100m 11歳

小学（6）14 女子 バタフライ  100m 11歳

足立　愛美           ｱﾀﾞﾁ ｱｲﾋﾞ            小学（5）15 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）16 女子 個人メドレー  200m 11歳

谷田　真央           ﾀﾆﾀﾞ ﾏｵ              小学（4）17 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）18 女子 バタフライ   50m 10歳

畑　ことみ           ﾊﾀ ｺﾄﾐ               小学（4）19 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）20 女子 個人メドレー  200m 10歳
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28821
氏名: カナ: 学校:No.:

ＢＩＧ姫路
性別: 申込種目:

縄田　颯悟           ﾅﾜﾀ ｿｳｺﾞ             中学（3）1 男子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

山本　春樹           ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ             中学（2）3 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）4 男子 背泳ぎ  100m 14歳

梅本　乙樹           ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ             中学（1）5 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）6 男子 自由形  100m 13歳

吉浦　立稀           ﾖｼｳﾗ ﾘﾂｷ             中学（1）7 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）8 男子 自由形  100m 12歳

三田　啓介           ｻﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ            中学（1）9 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）10 男子 自由形  100m 12歳

縄田　航希           ﾅﾜﾀ ｺｳｷ              小学（6）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）12 男子 自由形  100m 11歳

飯冨　亜紡           ｲｲﾄﾐ ｱﾂﾑ             小学（6）13 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）14 男子 自由形  100m 11歳

山本　悠陽           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ             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

平江　佑成           ﾋﾗｴ ﾕｳｾｲ             小学（4）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）18 男子 平泳ぎ   50m 10歳

梅本　樹綸           ｳﾒﾓﾄ ｷｲﾄ             小学（4）19 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）20 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

柴田　悠翔           ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ             小学（4）21 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）22 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小川　幹太           ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ             小学（3）23 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）24 男子 バタフライ   50m 9歳以下

溝端　昇真           ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ｼｮｳﾏ          小学（3）25 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）26 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

清水　楓日           ｼﾐｽﾞ ﾌｳｶ             高校（3）27 女子 背泳ぎ  100m 17･18歳

高校（3）28 女子 個人メドレー  200m 17･18歳

石丸　菜々           ｲｼﾏﾙ ﾅﾅ              高校（2）29 女子 背泳ぎ   50m 17･18歳

高校（2）30 女子 背泳ぎ  100m 17･18歳

加賀瀬百夏           ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ             中学（1）31 女子 背泳ぎ  100m 13歳

稗田かずみ           ﾋｴﾀﾞ ｶｽﾞﾐ            小学（6）32 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）33 女子 自由形  100m 12歳

井上　琴葉           ｲﾉｳｴ ｺﾄﾊ             小学（6）34 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）35 女子 平泳ぎ   50m 12歳

平賀のえる           ﾋﾗｶﾞ ﾉｴﾙ             小学（6）36 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）37 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小寺　心結           ｺﾃﾞﾗ ﾐﾕ              小学（6）38 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）39 女子 個人メドレー  200m 11歳

小川　　歩           ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾐ             小学（5）40 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）41 女子 バタフライ   50m 11歳

柴田ひまり           ｼﾊﾞﾀ ﾋﾏﾘ             小学（5）42 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）43 女子 自由形  100m 11歳

古田　燦乃           ﾌﾙﾀ ｱｷﾉ              小学（5）44 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）45 女子 平泳ぎ   50m 11歳

長谷川奈々           ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ             小学（5）46 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）47 女子 バタフライ   50m 10歳

清王　梨花           ｾｲｵｳ ﾘﾝｶ             小学（4）48 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）49 女子 バタフライ   50m 10歳
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小寺　里奈           ｺﾃﾞﾗ ﾘﾅ              小学（3）50 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）51 女子 バタフライ   50m 9歳以下

吉浦　由梨           ﾖｼｳﾗ ﾕﾅ              小学（2）52 女子 自由形   50m 8歳以下

28822
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路スポーツ
性別: 申込種目:

髙瀬　稜太           ﾀｶｾ ﾘｮｳﾀ             高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（2）2 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

木南　綾人           ｷﾅﾐ ｱﾔﾄ              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

板橋　飛翔           ｲﾀﾊｼ ｶｹﾙ             中学（2）5 男子 平泳ぎ   50m 13歳

中学（2）6 男子 平泳ぎ  100m 13歳

土井　琢矢           ﾄﾞｲ ﾀｸﾔ              中学（1）7 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）8 男子 背泳ぎ   50m 12歳

竹之内　隼           ﾀｹﾉｳﾁ ｼｭﾝ            小学（6）9 男子 背泳ぎ   50m 12歳

小学（6）10 男子 背泳ぎ  100m 12歳

森　　亮仁           ﾓﾘ ｱｷﾋﾄ              小学（5）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）12 男子 自由形  100m 11歳

小池　大地           ｺｲｹ ﾀﾞｲﾁ             小学（4）13 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）14 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

西山　遼介           ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ           小学（3）15 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

木南　花音           ｷﾅﾐ ｶﾉﾝ              中学（2）16 女子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）17 女子 背泳ぎ  100m 13歳

生嶋はるな           ｲｸｼﾏ ﾊﾙﾅ             中学（1）18 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）19 女子 バタフライ   50m 13歳

山口　葵子           ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲｺ            小学（6）20 女子 バタフライ   50m 11歳

小学（6）21 女子 バタフライ  100m 11歳

土井　菜月           ﾄﾞｲ ﾅﾂｷ              小学（5）22 女子 自由形  100m 11歳

小学（5）23 女子 バタフライ   50m 11歳

入江　稀羅           ｲﾘｴ ｷﾗﾗ              小学（4）24 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）25 女子 バタフライ   50m 10歳

山口　桃子           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｺ            小学（4）26 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）27 女子 平泳ぎ   50m 10歳
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28826
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩパール
性別: 申込種目:

宇都宮大樹           ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｲｷ            高校（1）1 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

喜田　雄大           ｷﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ            中学（3）3 男子 自由形  100m 14歳

中学（3）4 男子 個人メドレー  200m 14歳

宇都宮陸渡           ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｸﾄ            中学（2）5 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）6 男子 バタフライ  100m 13歳

上枝　寛士           ｳｴｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ           中学（2）7 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）8 男子 自由形  100m 13歳

勝部　　悠           ｶﾂﾍﾞ ﾕｳ              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

久保　宏騎           ｸﾎﾞ ｺｳｷ              中学（1）11 男子 自由形  100m 13歳

中学（1）12 男子 個人メドレー  200m 13歳

藤川　遼大           ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾀ           小学（6）13 男子 バタフライ   50m 11歳

小学（6）14 男子 個人メドレー  200m 11歳

宇都宮稿碧           ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｵ             小学（6）15 男子 平泳ぎ  100m 11歳

鵜野　颯輝           ｳﾉ ｻﾂｷ               小学（5）16 男子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（5）17 男子 背泳ぎ  100m 11歳

金子　晏久           ｶﾈｺ ﾊﾙﾋｻ             小学（4）18 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）19 男子 個人メドレー  200m 10歳

森光　海吏           ﾓﾘﾐﾂ ｶｲﾘ             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

原田　波琉           ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙ              小学（3）22 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）23 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

関本　有希           ｾｷﾓﾄ ﾕｳｷ             小学（3）24 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）25 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

堀　　結人           ﾎﾘ ﾕｲﾄ               小学（3）26 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）27 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

鵜野　暖矢           ｳﾉ ﾊﾙﾔ               小学（2）28 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）29 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

萩原　　凜           ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ             高校（1）30 女子 背泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）31 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

桂　　涼羽           ｶﾂﾗ ｽｽﾞﾊ             高校（1）32 女子 バタフライ   50m 15･16歳

高校（1）33 女子 バタフライ  100m 15･16歳

國森　彩咲           ｸﾆﾓﾘ ｱﾔｻ             中学（2）34 女子 バタフライ   50m 14歳

中学（2）35 女子 バタフライ  100m 14歳

金子　紗弓           ｶﾈｺ ｻﾕﾐ              中学（2）36 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）37 女子 自由形  100m 13歳

桂　　羽音           ｶﾂﾗ ﾊﾉﾝ              中学（1）38 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）39 女子 個人メドレー  200m 13歳

島　　芽衣           ｼﾏ ﾒｲ                小学（6）40 女子 平泳ぎ   50m 12歳

小学（6）41 女子 平泳ぎ  100m 12歳

國森　好奏           ｸﾆﾓﾘ ｺﾉｶ             小学（6）42 女子 バタフライ   50m 11歳

小学（6）43 女子 バタフライ  100m 11歳

久保　陽子           ｸﾎﾞ ﾖｳｺ              小学（5）44 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）45 女子 個人メドレー  200m 11歳

勝部　　凛           ｶﾂﾍﾞ ﾘﾝ              小学（5）46 女子 バタフライ  100m 11歳

小学（5）47 女子 個人メドレー  200m 11歳

大山　夢羽           ｵｵﾔﾏ ﾑｳ              小学（5）48 女子 バタフライ   50m 10歳

小学（5）49 女子 バタフライ  100m 10歳
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上枝　かえ           ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ             小学（5）50 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）51 女子 個人メドレー  200m 10歳

竹下　実祈           ﾀｹｼﾀ ﾐﾉﾘ             小学（4）52 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

久保　優子           ｸﾎﾞ ﾕｳｺ              小学（4）53 女子 自由形  100m 9歳以下

小学（4）54 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

菊地　陽菜           ｷｸﾁ ﾋﾅ               小学（3）55 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）56 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

中村　仁菜           ﾅｶﾑﾗ ﾆｲﾅ             小学（3）57 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）58 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

原田　　歩           ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ              小学（2）59 女子 自由形   50m 8歳以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ本山
性別: 申込種目:

清水　大輔           ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ           中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

安田　　櫂           ﾔｽﾀﾞ ｶｲ              中学（3）3 男子 平泳ぎ  100m 14歳

山本　大智           ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ            中学（2）4 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）5 男子 自由形  100m 14歳

知念　　翼           ﾁﾈﾝ ﾂﾊﾞｻ             中学（2）6 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）7 男子 平泳ぎ  100m 13歳

中江　隆仁           ﾅｶｴ ﾀｶﾋﾄ             中学（1）8 男子 自由形  100m 13歳

中学（1）9 男子 バタフライ   50m 13歳

中山　太賀           ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ            小学（6）10 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）11 男子 自由形  100m 12歳

谷山　秀仁           ﾀﾆﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ            小学（6）12 男子 自由形   50m 11歳

山本　唯勝           ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｶﾂ           小学（5）13 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）14 男子 自由形  100m 11歳

石金　正大           ｲｼｶﾈ ｼｮｳﾀﾞｲ          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

桐原　大悟           ｷﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ           小学（4）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）18 男子 平泳ぎ   50m 10歳

本田　優希           ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ             小学（4）19 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）20 男子 自由形  100m 10歳

中江　隆介           ﾅｶｴ ﾘｭｳｽｹ            小学（4）21 男子 自由形   50m 9歳以下

市野　　陸           ｲﾁﾉ ﾘｸ               小学（4）22 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）23 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

知念　陸斗           ﾁﾈﾝ ﾘｸﾄ              小学（3）24 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）25 男子 バタフライ   50m 9歳以下

西口　侑希           ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ            小学（3）26 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）27 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

山本　結勝           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｼｮｳ           小学（2）28 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）29 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

谷山　桜子           ﾀﾆﾔﾏ ｻｸﾗｺ            高校（1）30 女子 背泳ぎ   50m 15･16歳

山元　悠郁           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ             中学（3）31 女子 自由形  100m 15･16歳

村田　温花           ﾑﾗﾀ ﾊﾙｶ              中学（2）32 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）33 女子 個人メドレー  200m 14歳

田中　　凜           ﾀﾅｶ ﾘﾝ               中学（2）34 女子 平泳ぎ  100m 13歳

中学（2）35 女子 個人メドレー  200m 13歳

中林　愛子           ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ           中学（1）36 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）37 女子 個人メドレー  200m 12歳

梶川　智沙           ｶｼﾞｶﾜ ﾁｻ             小学（6）38 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）39 女子 自由形  100m 11歳

清水　　絢           ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ            小学（5）40 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）41 女子 バタフライ   50m 11歳

髙橋あおい           ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ             小学（5）42 女子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）43 女子 平泳ぎ  100m 11歳

市川　沙和           ｲﾁｶﾜ ｻﾔ              小学（5）44 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）45 女子 個人メドレー  200m 10歳

濱野　璃都           ﾊﾏﾉ ﾘﾄ               小学（4）46 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）47 女子 バタフライ   50m 9歳以下

西口　　和           ﾆｼｸﾞﾁ ﾉﾄﾞｶ           小学（3）48 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）49 女子 バタフライ   50m 8歳以下

12/35 ページ2020年8月2日 12:24:48



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

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（3）1 男子 バタフライ  100m 17･18歳

高校（3）2 男子 個人メドレー  200m 17･18歳

徳　勇次郎           ﾄｸ ﾕｳｼﾞﾛｳ            中学（2）3 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）4 男子 バタフライ  100m 14歳

神達　　陽           ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｷﾗ            中学（2）5 男子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）6 男子 背泳ぎ  100m 13歳

松谷　一翔           ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ             中学（1）7 男子 背泳ぎ  100m 12歳

中学（1）8 男子 個人メドレー  200m 12歳

栗林　龍暉           ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｷ            中学（1）9 男子 平泳ぎ   50m 12歳

中学（1）10 男子 平泳ぎ  100m 12歳

中嶋　陸斗           ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸﾄ            小学（6）11 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）12 男子 自由形  100m 12歳

小林　悠大           ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ          小学（6）13 男子 自由形   50m 12歳

小西　悠策           ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ             小学（5）14 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）15 男子 バタフライ   50m 11歳

中村　洸太           ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ             小学（4）16 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）17 男子 バタフライ   50m 10歳

野口　　元           ﾉｸﾞﾁ ｹﾞﾝ             小学（4）18 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）19 男子 平泳ぎ  100m 10歳

中嶋　栄斗           ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲﾄ            小学（4）20 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）21 男子 背泳ぎ   50m 10歳

渋谷　海詞           ｼﾌﾞﾀﾆ ｶｲｼ            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

小西　健心           ｺﾆｼ ｹﾝｼﾝ             小学（3）24 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）25 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

原田　莉沙           ﾊﾗﾀﾞ ﾘｻ              中学（2）26 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）27 女子 背泳ぎ  100m 14歳

北村　桜子           ｷﾀﾑﾗ ｻｸﾗｺ            中学（1）28 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）29 女子 背泳ぎ  100m 13歳

小野友梨乃           ｵﾉ ﾕﾘﾉ               中学（1）30 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）31 女子 バタフライ   50m 13歳

梅﨑　　華           ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ             中学（1）32 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）33 女子 個人メドレー  200m 12歳

田島つむぐ           ﾀｼﾞﾏ ﾂﾑｸﾞ            小学（6）34 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）35 女子 バタフライ   50m 12歳

西山　彩椰           ﾆｼﾔﾏ ｻﾔ              小学（6）36 女子 平泳ぎ   50m 12歳

清水　瑠南           ｼﾐｽﾞ ﾙﾅ              小学（6）37 女子 平泳ぎ   50m 12歳

小学（6）38 女子 平泳ぎ  100m 12歳

中西　莉佳           ﾅｶﾆｼ ﾘｶ              小学（6）39 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）40 女子 背泳ぎ   50m 12歳

山下　愛貴           ﾔﾏｼﾀ ｲﾂｷ             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

渡辺　結衣           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ             小学（5）43 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）44 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小央　希咲           ｺﾅｶﾜ ｷｻｷ             小学（5）45 女子 自由形  100m 11歳

小学（5）46 女子 個人メドレー  200m 11歳

北村　莉子           ｷﾀﾑﾗ ﾘｺ              小学（4）47 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）48 女子 背泳ぎ   50m 10歳

中所　陽依           ﾅｶｼﾞｮ ﾋﾖﾘ            小学（4）49 女子 自由形   50m 10歳
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中所　陽依           ﾅｶｼﾞｮ ﾋﾖﾘ            小学（4）50 女子 個人メドレー  200m 10歳

栗林　美緒           ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐｵ            小学（4）51 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）52 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

西畑　明咲           ﾆｼﾊﾀ ﾒｲｻ             小学（3）53 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）54 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下
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ﾙﾈｻﾝｽ神戸
性別: 申込種目:

田中　裕大           ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ            中学（1）1 男子 自由形  100m 13歳

中学（1）2 男子 バタフライ   50m 13歳

渡邊　竣哉           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ           中学（1）3 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）4 男子 背泳ぎ  100m 12歳

有野　耀一           ｱﾘﾉ ﾖｳｲﾁ             中学（1）5 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）6 男子 平泳ぎ   50m 12歳

北村　鷲也           ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ            小学（6）7 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）8 男子 自由形  100m 11歳

曽我　陽虎           ｿｶﾞ ﾊﾙﾄﾗ             小学（5）9 男子 自由形  100m 11歳

小学（5）10 男子 バタフライ   50m 11歳

小川　瑞貴           ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ            小学（5）11 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）12 男子 平泳ぎ   50m 10歳

大橋　陵牙           ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｶﾞ           小学（5）13 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）14 男子 バタフライ   50m 10歳

秋山優太郎           ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ           小学（5）15 男子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 10歳

川口　源喜           ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ           小学（5）17 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）18 男子 背泳ぎ   50m 10歳

安田　雄飛           ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾋ             小学（5）19 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）20 男子 個人メドレー  200m 10歳

塩井　琥大           ｼｵｲ ｺﾀ               小学（4）21 男子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）22 男子 バタフライ   50m 10歳

渡邊　智哉           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ            小学（4）23 男子 自由形  100m 10歳

小学（4）24 男子 バタフライ   50m 10歳

岡本　　悠           ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ             小学（3）25 男子 自由形   50m 8歳以下

藤原　将人           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ            小学（2）26 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）27 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

明石　　鈴           ｱｶｼ ﾘﾝ               中学（3）28 女子 自由形   50m 14歳

中学（3）29 女子 背泳ぎ   50m 14歳

前田　望海           ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ            中学（1）30 女子 背泳ぎ   50m 12歳

中学（1）31 女子 背泳ぎ  100m 12歳

明石　凜真           ｱｶｼ ﾘﾏ               中学（1）32 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）33 女子 背泳ぎ   50m 12歳

大園　陽詩           ｵｵｿﾞﾉ ﾋﾅﾀ            小学（6）34 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）35 女子 平泳ぎ   50m 12歳

米虫　　彩           ﾖﾈﾑｼ ｱﾔ              小学（6）36 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）37 女子 バタフライ   50m 12歳

有野　　誉           ｱﾘﾉ ﾎﾉｶ              小学（5）38 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）39 女子 バタフライ   50m 10歳

橋本　聖輝           ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗ              小学（4）40 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）41 女子 平泳ぎ   50m 10歳

水野　珠亜           ﾐｽﾞﾉ ｼﾞｭｱ            小学（4）42 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）43 女子 平泳ぎ   50m 10歳

安田　　新           ﾔｽﾀﾞ ｱﾗﾀ             小学（3）44 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）45 女子 バタフライ   50m 8歳以下

塩井　心望           ｼｵｲ ｺﾉ               小学（2）46 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）47 女子 バタフライ   50m 8歳以下
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28837
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＡ六甲道
性別: 申込種目:

熊木　　優           ｸﾏｷ ﾕｳ               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

林　　智信           ﾊﾔｼ ﾁｼﾝ              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

髙島　圭佑           ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ            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

後藤　佑進           ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾝ            中学（2）7 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）8 男子 自由形  100m 14歳

山澤　力樹           ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｷ             中学（2）9 男子 バタフライ   50m 13歳

中学（2）10 男子 バタフライ  100m 13歳

山澤　空竜           ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ           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

安藤　優汰           ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ            小学（5）13 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）14 男子 平泳ぎ  100m 10歳

横田　湊士           ﾖｺﾀ ﾐﾅﾄ              小学（2）15 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

石川　芽依           ｲｼｶﾜ ﾒｲ              中学（2）16 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）17 女子 個人メドレー  200m 14歳

安藤　詩歩           ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾎ             中学（2）18 女子 バタフライ   50m 14歳

中学（2）19 女子 個人メドレー  200m 14歳

井川ユキノ           ｲｶﾜ ﾕｷﾉ              小学（6）20 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）21 女子 自由形  100m 11歳

福永　愛花           ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ            小学（5）22 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）23 女子 自由形  100m 11歳

加賀田羽海           ｶｶﾞﾀ ｳﾐ              小学（5）24 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）25 女子 バタフライ   50m 11歳

上田　佳穂           ｳｴﾀﾞ ｶﾎ              小学（1）26 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（1）27 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下
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28840
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ
性別: 申込種目:

馬場凜太朗           ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ           高校（2）1 男子 自由形  100m 17･18歳

高校（2）2 男子 平泳ぎ  100m 17･18歳

山路　公晴           ﾔﾏｼﾞ ｷﾐﾊﾙ            高校（2）3 男子 自由形   50m 17･18歳

高校（2）4 男子 自由形  100m 17･18歳

辻阪　昭弘           ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ           中学（3）5 男子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）6 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

小西陽太朗           ｺﾆｼ ﾖｳﾀﾛｳ            中学（2）7 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）8 男子 自由形  100m 14歳

西村　心結           ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕｳ             中学（2）9 男子 平泳ぎ   50m 14歳

中学（2）10 男子 個人メドレー  200m 14歳

吉田　有李           ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ             中学（2）11 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）12 男子 自由形  100m 13歳

山口　暖生           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ            中学（2）13 男子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）14 男子 背泳ぎ  100m 13歳

川上　　晴           ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ              中学（2）15 男子 平泳ぎ  100m 13歳

中学（2）16 男子 個人メドレー  200m 13歳

山下　凌生           ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｾｲ           中学（2）17 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）18 男子 自由形  100m 13歳

東後　　仁           ﾄｳｺﾞ ｼﾞﾝ             中学（1）19 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）20 男子 バタフライ  100m 13歳

谷口　琉碧           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾙｲ             中学（1）21 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）22 男子 背泳ぎ   50m 12歳

芦田　悠太           ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ             中学（1）23 男子 バタフライ   50m 12歳

中学（1）24 男子 バタフライ  100m 12歳

坂本　秀幸           ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ           中学（1）25 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）26 男子 個人メドレー  200m 12歳

磯崎　優大           ｲｿｻﾞｷ ﾕｳﾀ            中学（1）27 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）28 男子 個人メドレー  200m 12歳

兼井　陸成           ｶﾈｲ ﾘｸﾄ              中学（1）29 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）30 男子 個人メドレー  200m 12歳

岡原　瑛吾           ｵｶﾊﾗ ｴｲｺﾞ            小学（6）31 男子 背泳ぎ  100m 12歳

小学（6）32 男子 個人メドレー  200m 12歳

石田　唯翔           ｲｼﾀﾞ ﾕｲﾄ             小学（6）33 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）34 男子 自由形  100m 11歳

池田　蒼祐           ｲｹﾀﾞ ｿｳｽｹ            小学（6）35 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）36 男子 バタフライ   50m 11歳

松本　悠暉           ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ             小学（5）37 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）38 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小野　栞汰           ｵﾉ ｶﾝﾀ               小学（5）39 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）40 男子 平泳ぎ   50m 10歳

兼井　彗成           ｶﾈｲ ｴｲﾄ              小学（4）41 男子 バタフライ   50m 10歳

小学（4）42 男子 バタフライ  100m 10歳

三木　悠生           ﾐｷ ﾕｳｾｲ              小学（4）43 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）44 男子 バタフライ   50m 9歳以下

岡原　和輝           ｵｶﾊﾗ ｶｽﾞｷ            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

高峰　大地           ﾀｶﾐﾈ ﾀﾞｲﾁ            小学（4）47 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）48 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

木村聡一郎           ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ           小学（3）49 男子 自由形  100m 9歳以下
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木村聡一郎           ｷﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ           小学（3）50 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

井口　陽翔           ｲｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ             小学（3）51 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）52 男子 平泳ぎ  100m 9歳以下

荒木　優誠           ｱﾗｷ ﾕｳｾｲ             小学（3）53 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）54 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

新井　杏奈           ｱﾗｲ ｱﾝﾅ              高校（2）55 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）56 女子 自由形  100m 15･16歳

安田　千展           ﾔｽﾀﾞ ﾁﾋﾛ             中学（2）57 女子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）58 女子 背泳ぎ  100m 13歳

林　　由奈           ﾊﾔｼ ﾕﾅ               中学（2）59 女子 バタフライ   50m 13歳

中学（2）60 女子 バタフライ  100m 13歳

北見　優奈           ｷﾀﾐ ﾕﾅ               中学（2）61 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）62 女子 自由形  100m 13歳

尾川ひなた           ｵｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ             中学（2）63 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）64 女子 個人メドレー  200m 13歳

辻阪　若菜           ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ            中学（1）65 女子 平泳ぎ   50m 13歳

中学（1）66 女子 平泳ぎ  100m 13歳

小島　望未           ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ            小学（6）67 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）68 女子 自由形  100m 12歳

角　　美空           ｽﾐ ﾐｿﾗ               小学（6）69 女子 個人メドレー  200m 12歳

田中　美優           ﾀﾅｶ ﾐﾕ               小学（6）70 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）71 女子 平泳ぎ   50m 11歳

岩崎　心美           ｲﾜｻｷ ｺｺﾐ             小学（6）72 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）73 女子 背泳ぎ   50m 11歳

中島　渓衣           ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲ             小学（5）74 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）75 女子 バタフライ   50m 11歳

山田結希菜           ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ             小学（5）76 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）77 女子 個人メドレー  200m 11歳

金谷いろは           ｶﾅﾀﾆ ｲﾛﾊ             小学（5）78 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）79 女子 平泳ぎ   50m 11歳

江端美月季           ｴﾊﾞﾀ ﾐﾂﾞｷ            小学（5）80 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）81 女子 バタフライ   50m 11歳

楠井　彩乃           ｸｽｲ ｱﾔﾉ              小学（5）82 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）83 女子 背泳ぎ   50m 10歳

永山　　凛           ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘﾝ             小学（4）84 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）85 女子 平泳ぎ   50m 10歳

尼子　舞花           ｱﾏｺ ﾏｲｶ              小学（4）86 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）87 女子 バタフライ   50m 9歳以下

瀧本菜乃花           ﾀｷﾓﾄ ﾅﾉﾊ             小学（3）88 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）89 女子 平泳ぎ  100m 9歳以下

渡邉彩美理           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐﾘ            小学（3）90 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）91 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

角　　花笑           ｽﾐ ﾊﾅｴ               小学（3）92 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）93 女子 個人メドレー  200m 8歳以下

塩澤　夏希           ｼｵｻﾜ ﾅﾂｷ             小学（2）94 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）95 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下
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28842
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＴ赤穂
性別: 申込種目:

川添　博陽           ｶﾜｿﾞｴ ﾊｸﾖｳ           中学（2）1 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）2 男子 平泳ぎ  100m 13歳

笠原穂乃果           ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ             中学（3）3 女子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）4 女子 バタフライ   50m 15･16歳

土谷　咲弥           ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ              中学（3）5 女子 平泳ぎ   50m 14歳

中学（3）6 女子 平泳ぎ  100m 14歳

28847
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾎﾟｰｱｲｽﾎﾟｾﾝ
性別: 申込種目:

木村　多聞           ｷﾑﾗ ﾀﾓﾝ              中学（2）1 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）2 男子 自由形  100m 14歳

宮前　紫音           ﾐﾔﾏｴ ｼｵﾝ             中学（2）3 男子 自由形  100m 14歳

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 14歳

小篠　凌汰           ｺｼﾉ ﾘｮｳﾀ             中学（2）5 男子 バタフライ  100m 13歳

中学（2）6 男子 個人メドレー  200m 13歳

日野田　陸           ﾋﾉﾀﾞ ﾘｸ              中学（2）7 男子 平泳ぎ  100m 13歳

鎌田　　輝           ｶﾏﾀ ﾋｶﾙ              小学（6）8 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）9 男子 バタフライ   50m 11歳

木村　緑葉           ｷﾑﾗ ﾛｸﾊ              小学（5）10 男子 自由形   50m 11歳

市川　　祐           ｲﾁｶﾜ ﾀｽｸ             小学（5）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）12 男子 平泳ぎ   50m 11歳

坂田　恭平           ｻｶﾀ ｷｮｳﾍｲ            小学（2）13 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）14 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

山本　星那           ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ              高校（1）15 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）16 女子 自由形  100m 15･16歳

大坪　七海           ｵｵﾂﾎﾞ ﾅﾅﾐ            中学（3）17 女子 平泳ぎ  100m 15･16歳

松見　優芽           ﾏﾂﾐ ﾕﾒ               中学（3）18 女子 バタフライ  100m 15･16歳

小林　亜実           ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ             中学（3）19 女子 バタフライ   50m 15･16歳

中学（3）20 女子 バタフライ  100m 15･16歳

小橋穂乃香           ｺﾊﾞｼ ﾎﾉｶ             中学（3）21 女子 自由形  100m 14歳

中学（3）22 女子 個人メドレー  200m 14歳

田中　和奏           ﾀﾅｶ ﾜｶﾅ              中学（3）23 女子 背泳ぎ   50m 14歳

浅川穂乃佳           ｱｻｶﾜ ﾎﾉｶ             中学（1）24 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）25 女子 バタフライ   50m 12歳

北原　愛実           ｷﾀﾊﾗ ﾏﾅﾐ             中学（1）26 女子 自由形   50m 12歳

浅川梓緒里           ｱｻｶﾜ ｼｵﾘ             小学（5）27 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）28 女子 バタフライ   50m 10歳

日野田波那           ﾋﾉﾀﾞ ﾊﾅ              小学（5）29 女子 自由形   50m 10歳

中西　優衣           ﾅｶﾆｼ ﾕｲ              小学（4）30 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）31 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

坂田みゆき           ｻｶﾀ ﾐﾕｷ              小学（4）32 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）33 女子 平泳ぎ   50m 9歳以下

久保　結和           ｸﾎﾞ ﾕｳｶ              小学（3）34 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）35 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下
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28856
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ六甲道
性別: 申込種目:

森若幹太朗           ﾓﾘﾜｶ ｶﾝﾀﾛｳ           中学（1）1 男子 自由形   50m 13歳

図師　彩音           ｽﾞｼ ｱﾔﾈ              中学（2）2 女子 自由形   50m 13歳

藤原　真希           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｷ             小学（3）3 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）4 女子 バタフライ   50m 9歳以下

28862
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ太子
性別: 申込種目:

大竹将太朗           ｵｵﾀｹ ｼｮｳﾀﾛｳ          中学（2）1 男子 平泳ぎ   50m 14歳

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m 14歳

中尾　理那           ﾅｶｵ ﾘﾅ               中学（3）3 女子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）4 女子 背泳ぎ   50m 15･16歳

三輪　奏羽           ﾐﾜ ｶﾅｳ               中学（3）5 女子 自由形  100m 14歳

中学（3）6 女子 バタフライ   50m 14歳
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別: 申込種目:

八十　　碧           ﾔｿ ｱｵｲ               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

児島　優叶           ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ             中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）4 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

進藤　直人           ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ            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

永島　昌悟           ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ          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

内海　陽生           ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ              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

清水　梨功           ｼﾐｽﾞ ﾘｸ              中学（1）11 男子 背泳ぎ   50m 12歳

中学（1）12 男子 背泳ぎ  100m 12歳

木下倫太郎           ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ           中学（1）13 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）14 男子 平泳ぎ  100m 12歳

横山奏太朗           ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾀﾛｳ           小学（6）15 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）16 男子 背泳ぎ  100m 12歳

平山　喜大           ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ            小学（6）17 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）18 男子 自由形  100m 12歳

佐藤煌太朗           ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ            小学（6）19 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）20 男子 バタフライ   50m 12歳

森川　宗平           ﾓﾘｶﾜ ｿｳﾍｲ            小学（6）21 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）22 男子 個人メドレー  200m 12歳

宮野　蒼芭           ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ             小学（6）23 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）24 男子 背泳ぎ  100m 12歳

松尾　悠世           ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ             小学（6）25 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）26 男子 自由形  100m 12歳

西雄　友隼           ﾆｼｵ ﾕｳﾄ              小学（6）27 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）28 男子 背泳ぎ   50m 11歳

神吉　玲登           ｶﾝｷ ﾚｲﾄ              小学（6）29 男子 バタフライ   50m 11歳

小学（6）30 男子 個人メドレー  200m 11歳

内海　暁翔           ｳﾂﾐ ｱｷﾄ              小学（6）31 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）32 男子 背泳ぎ  100m 11歳

八十　　楓           ﾔｿ ｶｴﾃﾞ              小学（5）33 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）34 男子 個人メドレー  200m 10歳

間彦　秀亮           ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ            小学（5）35 男子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（5）36 男子 平泳ぎ  100m 10歳

上川　貴久           ｳｴｶﾜ ﾀｶﾋｻ            小学（4）37 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）38 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

香川　大護           ｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ           小学（4）39 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）40 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

八十　　昴           ﾔｿ ｽﾊﾞﾙ              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

三浦亜翔夢           ﾐｳﾗ ｱﾄﾑ              小学（3）43 男子 バタフライ   50m 8歳以下

小学（3）44 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

東藤　寛人           ﾄｳﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ            小学（3）45 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）46 男子 バタフライ   50m 8歳以下

塚原　　奏           ﾂｶﾊﾗ ｿｳ              小学（3）47 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）48 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

肥塚　慶人           ｺｴﾂﾞｶ ﾖｼﾄ            小学（2）49 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下
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肥塚　慶人           ｺｴﾂﾞｶ ﾖｼﾄ            小学（2）50 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

香川　幸城           ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ             小学（2）51 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）52 男子 バタフライ   50m 8歳以下

岡本　　翼           ｵｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ            小学（2）53 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）54 男子 自由形  100m 8歳以下

間彦　慶亮           ﾏﾋｺ ｹｲｽｹ             小学（2）55 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）56 男子 平泳ぎ  100m 8歳以下

阪田　悠真           ｻｶﾀ ﾕｳﾏ              小学（2）57 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）58 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

河野　李空           ｶﾜﾉ ﾘｸ               小学（2）59 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）60 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

沖中　拓正           ｵｷﾅｶ ﾀｸﾏｻ            小学（1）61 男子 バタフライ  100m 8歳以下

小学（1）62 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

児島　弥優           ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ              高校（2）63 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

高校（2）64 女子 バタフライ  100m 15･16歳

平山　桃香           ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ             高校（1）65 女子 バタフライ  100m 15･16歳

高校（1）66 女子 個人メドレー  200m 15･16歳

溝端　友美           ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ           中学（2）67 女子 バタフライ  100m 14歳

中学（2）68 女子 個人メドレー  200m 14歳

中川　琴葉           ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾄﾊ            中学（1）69 女子 背泳ぎ  100m 12歳

中学（1）70 女子 個人メドレー  200m 12歳

段林　未來           ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｸ           小学（6）71 女子 バタフライ   50m 12歳

小学（6）72 女子 バタフライ  100m 12歳

北尾來怜羽           ｷﾀｵ ｸﾚﾊ              小学（6）73 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）74 女子 背泳ぎ  100m 11歳

横内　秋菜           ﾖｺｳﾁ ｱｷﾅ             小学（6）75 女子 自由形  100m 11歳

小学（6）76 女子 個人メドレー  200m 11歳

浅見　優希           ｱｻﾐ ﾕｳｷ              小学（5）77 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（5）78 女子 背泳ぎ  100m 11歳

平山　麻子           ﾋﾗﾔﾏ ﾏｺ              小学（5）79 女子 自由形  100m 10歳

小学（5）80 女子 個人メドレー  200m 10歳

可藤　梨乃           ｶﾄｳ ﾘﾉ               小学（5）81 女子 背泳ぎ  100m 10歳

小学（5）82 女子 バタフライ   50m 10歳

河野　紗奈           ｶﾜﾉ ｻﾅ               小学（4）83 女子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（4）84 女子 バタフライ   50m 10歳

天川　結愛           ｱﾏｶﾜ ﾕｲ              小学（4）85 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）86 女子 バタフライ   50m 9歳以下

山室　　有           ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳ              小学（3）87 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）88 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

橘　　彩香           ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｶ            小学（3）89 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）90 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

浅見　愛夏           ｱｻﾐ ｱｲｶ              小学（3）91 女子 バタフライ   50m 9歳以下

小学（3）92 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

田上　　奏           ﾀﾉｳｴ ｶﾅﾃﾞ            小学（3）93 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（3）94 女子 平泳ぎ  100m 8歳以下

佐藤　美衣           ｻﾄｳ ﾐｲ               小学（3）95 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）96 女子 バタフライ  100m 8歳以下

島津　寧彩           ｼﾏﾂﾞ ﾈｲﾛ             小学（2）97 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）98 女子 個人メドレー  200m 8歳以下
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浅貝　宇汰           ｱｻｶｲ ｳﾀ              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

石田　拓也           ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ             中学（3）3 男子 自由形  100m 15･16歳

中学（3）4 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

谷口　昊真           ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾏ            中学（1）5 男子 平泳ぎ   50m 13歳

中学（1）6 男子 平泳ぎ  100m 13歳

石田　桜介           ｲｼﾀﾞ ｵｳｽｹ            小学（4）7 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）8 男子 自由形  100m 10歳

稲葉　陽人           ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙﾄ             小学（4）9 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）10 男子 バタフライ   50m 10歳

山田　翔大           ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ            小学（4）11 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）12 男子 平泳ぎ  100m 9歳以下

谷垣　雄都           ﾀﾆｶﾞｷ ﾕｳﾄ            小学（4）13 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

中治　友佑           ﾅｶｼﾞ ﾕｳｽｹ            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

多賀　知桜           ﾀｶﾞ ﾊﾙﾄ              小学（2）16 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）17 男子 バタフライ   50m 8歳以下

谷口　正眞           ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾏ            小学（2）18 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

小学（2）19 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

徳力　菜月           ﾄｸﾘｷ ﾅﾂｷ             高校（2）20 女子 自由形   50m 17･18歳

高校（2）21 女子 背泳ぎ  100m 17･18歳

森脇咲弥奈           ﾓﾘﾜｷ ｻﾔﾅ             中学（1）22 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）23 女子 個人メドレー  200m 13歳

寺田　桜彩           ﾃﾗﾀﾞ ｻｱﾔ             小学（5）24 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）25 女子 自由形  100m 11歳

橋本　琉生           ﾊｼﾓﾄ ﾙｲ              小学（5）26 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）27 女子 背泳ぎ   50m 10歳

松本　　葵           ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ             小学（5）28 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）29 女子 バタフライ   50m 10歳

寺田　彩乃           ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔﾉ             小学（3）30 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）31 女子 個人メドレー  200m 8歳以下

三森　咲奈           ﾐﾂﾓﾘ ｻﾅ              小学（2）32 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下
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有満　大輔           ｱﾘﾐﾂ ﾀﾞｲｽｹ           高校（1）1 男子 バタフライ   50m 15･16歳

高校（1）2 男子 バタフライ  100m 15･16歳

松尾　祐紀           ﾏﾂｵ ﾕｳｷ              高校（1）3 男子 バタフライ  100m 15･16歳

高校（1）4 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

木下ライト           ｷﾉｼﾀ ﾗｲﾄ             小学（6）5 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）6 男子 自由形  100m 12歳

小川　颯大           ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ           小学（6）7 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）8 男子 自由形  100m 12歳

津田　瑛太           ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ              小学（6）9 男子 背泳ぎ   50m 12歳

小学（6）10 男子 背泳ぎ  100m 12歳

社浦　大悟           ｼｬｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ           小学（6）11 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）12 男子 自由形  100m 12歳

福田　斗真           ﾌｸﾀﾞ ﾄｳﾏ             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

進士　元陽           ｼﾝｼﾞ ﾊﾙﾋ             小学（5）15 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）16 男子 バタフライ   50m 11歳

鎌倉　　蓮           ｶﾏｸﾗ ﾚﾝ              小学（5）17 男子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（5）18 男子 個人メドレー  200m 11歳

宮安　奏汰           ﾐﾔﾔｽ ｿｳﾀ             小学（4）19 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）20 男子 バタフライ   50m 10歳

安田　裕雅           ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶﾞ            小学（4）21 男子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（4）22 男子 個人メドレー  200m 10歳

髙原　一樹           ﾀｶﾊﾗ ｲﾂｷ             小学（4）23 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）24 男子 個人メドレー  200m 10歳

高橋　佑和           ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ             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

小川　雄世           ｵｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ            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

福井　聡悟           ﾌｸｲ ｿｳｺﾞ             小学（3）29 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）30 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

大西杜右也           ｵｵﾆｼ ﾄｳﾔ             小学（3）31 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）32 男子 平泳ぎ   50m 9歳以下

竹内　一貴           ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ            小学（3）33 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）34 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

野村　憲伸           ﾉﾑﾗ ｹﾝｼﾝ             小学（3）35 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）36 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

岡本　拓也           ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ             小学（3）37 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）38 男子 バタフライ   50m 8歳以下

皆越　　翼           ﾐﾅｺｼ ﾂﾊﾞｻ            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

磯部　剛汰           ｲｿﾍﾞ ｺﾞｳﾀ            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

津田　優司           ﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ             小学（3）43 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）44 男子 個人メドレー  200m 8歳以下

松本　章登           ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾄ             小学（3）45 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）46 男子 バタフライ   50m 8歳以下

名生　陸人           ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ          小学（2）47 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）48 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

玉田　竜翔           ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ            小学（2）49 男子 自由形   50m 8歳以下

24/35 ページ2020年8月2日 12:24:54



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
玉田　竜翔           ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ            小学（2）50 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

田中　萌生           ﾀﾅｶ ﾒｲ               中学（3）51 女子 背泳ぎ   50m 14歳

中学（3）52 女子 背泳ぎ  100m 14歳

楽前　　怜           ﾗｸｾﾞﾝ ﾚｲ             中学（2）53 女子 自由形  100m 14歳

中学（2）54 女子 背泳ぎ  100m 14歳

宮崎　青葉           ﾐﾔｻﾞｷ ｱｵﾊﾞ           中学（1）55 女子 自由形   50m 13歳

中学（1）56 女子 個人メドレー  200m 13歳

伊藤　玲奈           ｲﾄｳ ﾚﾅ               中学（1）57 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）58 女子 平泳ぎ  100m 12歳

秋葉　結衣           ｱｷﾊﾞ ﾕｲ              小学（6）59 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）60 女子 背泳ぎ   50m 12歳

井上　侑紀           ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ             小学（6）61 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）62 女子 自由形  100m 12歳

杉山未南音           ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾄ            小学（6）63 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）64 女子 自由形  100m 12歳

中山実紗希           ﾅｶﾔﾏ ﾐｻｷ             小学（5）65 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）66 女子 バタフライ   50m 11歳

伊藤　　育           ｲﾄｳ ﾊｸﾞﾐ             小学（5）67 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（5）68 女子 背泳ぎ  100m 10歳

板東ゆあな           ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｱﾅ           小学（4）69 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）70 女子 バタフライ   50m 10歳

西原　羽音           ﾆｼﾊﾗ ﾊﾉﾝ             小学（4）71 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）72 女子 背泳ぎ   50m 10歳

古川　　凜           ﾌﾙｶﾜ ﾘﾝ              小学（4）73 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）74 女子 背泳ぎ  100m 10歳

神木　　栞           ｶﾐｷ ｼｵﾘ              小学（4）75 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）76 女子 平泳ぎ   50m 10歳

大西　日葵           ｵｵﾆｼ ﾋﾏﾘ             小学（3）77 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）78 女子 バタフライ   50m 9歳以下

橋本　怜奈           ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾅ             小学（3）79 女子 バタフライ   50m 9歳以下

赤松　　杏           ｱｶﾏﾂ ｱﾝ              小学（3）80 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）81 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

雪永　深琴           ﾕｷﾅｶﾞ ﾐｺﾄ            小学（3）82 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）83 女子 バタフライ   50m 8歳以下

奥村　果歩           ｵｸﾑﾗ ｶﾎ              小学（2）84 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）85 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

中川　　優           ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳ             小学（2）86 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）87 女子 バタフライ   50m 8歳以下

谷川原結音           ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾕﾉﾝ           小学（2）88 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）89 女子 平泳ぎ   50m 8歳以下

藤川あかり           ﾌｼﾞｶﾜ ｱｶﾘ            小学（2）90 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）91 女子 背泳ぎ   50m 8歳以下

石川　陽莉           ｲｼｶﾜ ﾋﾏﾘ             小学（2）92 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）93 女子 個人メドレー  200m 8歳以下
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28883
氏名: カナ: 学校:No.:

こうでら
性別: 申込種目:

大谷　圭翼           ｵｵﾀﾆ ｹｲｽｹ            高校（3）1 男子 自由形   50m 17･18歳

高校（3）2 男子 個人メドレー  200m 17･18歳

藤野　聖也           ﾌｼﾞﾉ ｾｲﾔ             高校（2）3 男子 バタフライ   50m 15･16歳

高校（2）4 男子 バタフライ  100m 15･16歳

中島　丈瑠           ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾙ             小学（6）5 男子 背泳ぎ  100m 12歳

小学（6）6 男子 個人メドレー  200m 12歳

大野　龍平           ｵｵﾉ ﾘｭｳﾍｲ            小学（6）7 男子 平泳ぎ  100m 12歳

小学（6）8 男子 個人メドレー  200m 12歳

金谷　魁真           ｶﾅﾔ ｶｲﾏ              小学（6）9 男子 バタフライ   50m 12歳

小学（6）10 男子 個人メドレー  200m 12歳

大畠　雅也           ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾔ             小学（6）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）12 男子 自由形  100m 11歳

藤尾　怜生           ﾌｼﾞｵ ﾚｲ              小学（5）13 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（5）14 男子 平泳ぎ  100m 11歳

中山　恭之           ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾕｷ            小学（5）15 男子 自由形  100m 11歳

小学（5）16 男子 個人メドレー  200m 11歳

阿部　伊吹           ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ             小学（5）17 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）18 男子 バタフライ  100m 11歳

水谷　悠聖           ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｾｲ           小学（5）19 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）20 男子 自由形  100m 10歳

岡崎　　佳           ｵｶｻﾞｷ ｹｲ             中学（3）21 女子 背泳ぎ   50m 15･16歳

中学（3）22 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

林　　舞桜           ﾊﾔｼ ﾏｵ               中学（2）23 女子 バタフライ   50m 14歳

中学（2）24 女子 バタフライ  100m 14歳

若畑　侑珠           ﾜｶﾊﾀ ﾕｳﾐ             中学（2）25 女子 平泳ぎ   50m 13歳

中学（2）26 女子 平泳ぎ  100m 13歳

木下　結愛           ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ             中学（2）27 女子 バタフライ  100m 13歳

中学（2）28 女子 個人メドレー  200m 13歳

種田　果恵           ﾀﾈﾀﾞ ｶｴ              中学（1）29 女子 バタフライ  100m 13歳

中学（1）30 女子 個人メドレー  200m 13歳

髙内ひまり           ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ             小学（5）31 女子 個人メドレー  200m 11歳

大﨑　葉月           ｵｵｻｷ ﾊﾂﾞｷ            小学（4）32 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）33 女子 平泳ぎ   50m 10歳

髙内ひなの           ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ             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

28894
氏名: カナ: 学校:No.:

淡路水協
性別: 申込種目:

相田　　理           ｱｲﾀﾞ ｻﾄﾙ             小学（3）1 男子 自由形   50m 8歳以下

田村　和希           ﾀﾑﾗ ｶﾂﾞｷ             高校（1）2 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）3 女子 バタフライ   50m 15･16歳

相田くらら           ｱｲﾀﾞ ｸﾗﾗ             小学（4）4 女子 自由形   50m 10歳
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28898
氏名: カナ: 学校:No.:

佐用ＳＳ
性別: 申込種目:

西島　正人           ﾆｼｼﾞﾏ ﾏｻﾄ            高校（2）1 男子 自由形   50m 15･16歳

高校（2）2 男子 自由形  100m 15･16歳

原井　智貴           ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ              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

岩本　大和           ｲﾜﾓﾄ ﾔﾏﾄ             中学（1）5 男子 平泳ぎ   50m 13歳

中学（1）6 男子 平泳ぎ  100m 13歳

大林　想汰           ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ           中学（1）7 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）8 男子 自由形  100m 12歳

石井　悠一           ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ             中学（1）9 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）10 男子 個人メドレー  200m 12歳

山下　　快           ﾔﾏｼﾀ ｶｲ              小学（5）11 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）12 男子 平泳ぎ   50m 10歳

廣瀬　優雅           ﾋﾛｾ ﾕｳｶﾞ             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

岩本　朱鳥           ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ             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

廣瀬　桜雅           ﾋﾛｾ ｵｳｶﾞ             小学（2）17 男子 自由形   50m 8歳以下

西島　恵茉           ﾆｼｼﾞﾏ ｴﾏ             中学（3）18 女子 自由形   50m 15･16歳

中学（3）19 女子 自由形  100m 15･16歳

西田実沙紀           ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ             小学（6）20 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）21 女子 平泳ぎ   50m 12歳

28900
氏名: カナ: 学校:No.:

ＰＳＫ
性別: 申込種目:

常岡　直矢           ﾂﾈｵｶ ﾅｵﾔ             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

牧　那央斗           ﾏｷ ﾅｵﾄ               高校（1）3 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

田村恭太郎           ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾀﾛｳ           中学（2）5 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）6 男子 自由形  100m 13歳

牧　　佑畏           ﾏｷ ﾕｳｲ               中学（1）7 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）8 男子 自由形  100m 13歳

田中　歩夢           ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ              小学（6）9 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）10 男子 自由形  100m 12歳

村上　凉汰           ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ            小学（6）11 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）12 男子 自由形  100m 12歳

西山　壮介           ﾆｼﾔﾏ ｿｳｽｹ            小学（6）13 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）14 男子 自由形  100m 11歳

上田　悠人           ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ             小学（6）15 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）16 男子 自由形  100m 11歳

三井　琉生           ﾐﾂｲ ﾙｲ               小学（6）17 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）18 男子 自由形  100m 11歳

大森龍乃介           ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ          小学（4）19 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）20 男子 自由形  100m 9歳以下

山下　侑希           ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ             小学（3）21 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）22 男子 自由形  100m 9歳以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

一宮ＳＳ
性別: 申込種目:

伴　　陸功           ﾊﾞﾝ ﾘｸ               高校（1）1 男子 平泳ぎ  100m 15･16歳

高校（1）2 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

大楽　竜世           ﾀﾞｲﾗｸ ﾘｭｳｾｲ          中学（3）3 男子 バタフライ  100m 15･16歳

中学（3）4 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

坂田　　晴           ｻｶﾀ ﾊﾙ               小学（6）5 男子 自由形  100m 12歳

小学（6）6 男子 個人メドレー  200m 12歳

藤井　直人           ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾄ             小学（5）7 男子 自由形   50m 11歳

宮藤　慶太           ﾐﾔﾌｼﾞ ｹｲﾀ            小学（5）8 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）9 男子 個人メドレー  200m 10歳

田中　　維           ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ             小学（5）10 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）11 男子 個人メドレー  200m 10歳

吉田琳太郎           ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ           小学（5）12 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）13 男子 個人メドレー  200m 10歳

澤田　俊介           ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ           小学（4）14 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）15 男子 個人メドレー  200m 10歳

大楽　彩華           ﾀﾞｲﾗｸ ｲﾛﾊ            小学（6）16 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）17 女子 個人メドレー  200m 11歳

衣笠　莉沙           ｷﾇｶﾞｻ ﾘｻ             小学（5）18 女子 背泳ぎ  100m 11歳

小学（5）19 女子 個人メドレー  200m 11歳

中村　翠希           ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ            小学（4）20 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）21 女子 個人メドレー  200m 10歳

西山　結菜           ﾆｼﾔﾏ ﾕﾅ              小学（4）22 女子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（4）23 女子 個人メドレー  200m 10歳

西山　真帆           ﾆｼﾔﾏ ﾏﾎ              小学（4）24 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）25 女子 個人メドレー  200m 10歳

塚本　彩音           ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ             小学（4）26 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）27 女子 個人メドレー  200m 10歳

28903
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ神河
性別: 申込種目:

藤原　悠吏           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ            中学（1）1 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）2 男子 個人メドレー  200m 13歳

上月　翔太           ｺｳﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ           小学（6）3 男子 自由形  100m 12歳

大畑　顕乃           ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ             中学（3）4 女子 平泳ぎ   50m 14歳

中学（3）5 女子 個人メドレー  200m 14歳

上月　　萌           ｺｳﾂﾞｷ ﾓｴ             小学（4）6 女子 自由形   50m 10歳
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氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ相生
性別: 申込種目:

中川　育海           ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸﾐ            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

山本　来暉           ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｷ             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

久保　　翔           ｸﾎﾞ ｶｹﾙ              中学（3）5 男子 平泳ぎ   50m 14歳

中学（3）6 男子 個人メドレー  200m 14歳

森田　裕基           ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ              中学（2）7 男子 背泳ぎ   50m 14歳

中学（2）8 男子 背泳ぎ  100m 14歳

堀本　瑛太           ﾎﾘﾓﾄ ｴｲﾀ             中学（2）9 男子 自由形   50m 14歳

中学（2）10 男子 自由形  100m 14歳

加藤　　信           ｶﾄｳ ｼﾝ               中学（2）11 男子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）12 男子 個人メドレー  200m 13歳

山本　安珠           ﾔﾏﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ           中学（1）13 男子 自由形  100m 13歳

中学（1）14 男子 バタフライ   50m 13歳

河野　瑛甫           ｶﾜﾉ ｴｲｽｹ             中学（1）15 男子 自由形  100m 12歳

中学（1）16 男子 個人メドレー  200m 12歳

伊藤　桜也           ｲﾄｳ ｵｳﾔ              小学（6）17 男子 自由形  100m 12歳

小学（6）18 男子 個人メドレー  200m 12歳

朝霧　真武           ｱｻｷﾞﾘ ﾏﾅﾑ            小学（5）19 男子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（5）20 男子 個人メドレー  200m 11歳

堀本　健生           ﾎﾘﾓﾄ ﾀｹﾙ             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

山本　智也           ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ             小学（5）23 男子 バタフライ   50m 11歳

小学（5）24 男子 バタフライ  100m 11歳

小林　巧武           ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ            小学（5）25 男子 バタフライ   50m 10歳

小学（5）26 男子 バタフライ  100m 10歳

朝霧　清仁           ｱｻｷﾞﾘ ｷﾖﾄ            小学（4）27 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（4）28 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

小林　夕馬           ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ            小学（3）29 男子 自由形   50m 9歳以下

小学（3）30 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

出口　智佳           ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｶ            高校（3）31 女子 個人メドレー  200m 17･18歳

内海　実咲           ｳﾂﾐ ﾐｻｷ              小学（6）32 女子 自由形  100m 11歳

小学（6）33 女子 背泳ぎ   50m 11歳

内海真菜美           ｳﾂﾐ ﾏﾅﾐ              小学（6）34 女子 自由形   50m 11歳

山本　夢来           ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾗ              小学（6）35 女子 自由形   50m 11歳

小学（6）36 女子 個人メドレー  200m 11歳

向田　結菜           ﾑｶｲﾀﾞ ﾕｲﾅ            小学（5）37 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（5）38 女子 個人メドレー  200m 11歳
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28910
氏名: カナ: 学校:No.:

赤穂ＳＳ
性別: 申込種目:

山口　康生           ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ           高校（1）1 男子 背泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）2 男子 平泳ぎ   50m 15･16歳

廣岡　優弥           ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ             高校（1）3 男子 自由形  100m 15･16歳

高校（1）4 男子 バタフライ   50m 15･16歳

根本聡太郎           ﾈﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ            中学（3）5 男子 自由形   50m 14歳

中学（3）6 男子 バタフライ  100m 14歳

小坂　悠人           ｺｻｶ ﾕｳﾄ              中学（1）7 男子 自由形   50m 12歳

中学（1）8 男子 バタフライ   50m 12歳

高根　皇樹           ﾀｶﾈ ｺｳｷ              小学（6）9 男子 自由形   50m 11歳

竹谷　東真           ﾀｹﾀﾆ ﾄｳﾏ             小学（5）10 男子 自由形  100m 10歳

小学（5）11 男子 背泳ぎ  100m 10歳

小坂　朋大           ｺｻｶ ﾄﾓﾋﾛ             小学（5）12 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）13 男子 背泳ぎ   50m 10歳

中川　知優           ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ            高校（1）14 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）15 女子 バタフライ  100m 15･16歳

横田　芙季           ﾖｺﾀ ﾌｷ               中学（1）16 女子 自由形   50m 12歳

中学（1）17 女子 個人メドレー  200m 12歳

霜野　七海           ｼﾓﾉ ﾅﾅﾐ              中学（1）18 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）19 女子 個人メドレー  200m 12歳

前田　梨花           ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝｶ             中学（1）20 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）21 女子 個人メドレー  200m 12歳

前田　夏帆           ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ              小学（4）22 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）23 女子 個人メドレー  200m 10歳

塩田　夏鈴           ｼｵﾀ ｶﾘﾝ              小学（4）24 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）25 女子 バタフライ   50m 10歳

28912
氏名: カナ: 学校:No.:

NSI南あわじ
性別: 申込種目:

津田　悠生           ﾂﾀﾞ ﾕｳ               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

津田　琉生           ﾂﾀﾞ ﾙｲ               中学（1）3 男子 背泳ぎ   50m 12歳

中学（1）4 男子 背泳ぎ  100m 12歳

上田　友稀           ｳｴﾀ ﾄﾓｷ              小学（6）5 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）6 男子 バタフライ   50m 12歳

藪田　凰希           ﾔﾌﾞﾀ ｵｳｷ             小学（4）7 男子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）8 男子 平泳ぎ   50m 10歳

小泉花菜子           ｺｲｽﾞﾐ ｶﾅｺ            中学（2）9 女子 自由形  100m 13歳

中学（2）10 女子 バタフライ   50m 13歳
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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（6）1 男子 自由形   50m 12歳

栗浦　拓海           ｸﾘｳﾗ ﾀｸﾐ             小学（6）2 男子 自由形   50m 12歳

小学（6）3 男子 バタフライ   50m 12歳

青木　　暖           ｱｵｷ ﾊﾙ               小学（6）4 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）5 男子 個人メドレー  200m 11歳

葛嶋　光樹           ｸｽﾞｼﾏ ｺｳｷ            小学（5）6 男子 平泳ぎ  100m 10歳

小学（5）7 男子 バタフライ   50m 10歳

岡田　一輝           ｵｶﾀﾞ ｲﾂｷ             小学（5）8 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）9 男子 バタフライ   50m 10歳

西川　　遼           ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ             小学（5）10 男子 バタフライ   50m 10歳

小学（5）11 男子 バタフライ  100m 10歳

久保　時和           ｸﾎﾞ ﾄｷﾜ              小学（5）12 男子 平泳ぎ   50m 10歳

小学（5）13 男子 平泳ぎ  100m 10歳

池田　大志           ｲｹﾀﾞ ﾀｲｼ             小学（3）14 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）15 男子 自由形  100m 8歳以下

前田　　湊           ﾏｴﾀﾞ ﾐﾅﾄ             小学（3）16 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）17 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

玉野　紗妃           ﾀﾏﾉ ｻｷ               高校（1）18 女子 自由形   50m 15･16歳

高校（1）19 女子 自由形  100m 15･16歳

森本菜々美           ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ             高校（1）20 女子 バタフライ   50m 15･16歳

高校（1）21 女子 バタフライ  100m 15･16歳

内田　歩夢           ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ             中学（2）22 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）23 女子 自由形  100m 14歳

濱野　明彩           ﾊﾏﾉ ｱｲ               中学（2）24 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）25 女子 自由形  100m 14歳

友重　智美           ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ            中学（2）26 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）27 女子 自由形  100m 13歳

後藤ほなみ           ｺﾞﾄｳ ﾎﾅﾐ             中学（2）28 女子 自由形   50m 13歳

中学（2）29 女子 バタフライ   50m 13歳

阪本　望帆           ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ              中学（1）30 女子 自由形  100m 13歳

中学（1）31 女子 個人メドレー  200m 13歳

下山　恵依           ｼﾓﾔﾏ ﾒｲ              小学（5）32 女子 バタフライ   50m 11歳

小学（5）33 女子 バタフライ  100m 11歳

岡本　瑞生           ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ            小学（5）34 女子 自由形  100m 11歳

小学（5）35 女子 個人メドレー  200m 11歳

中川　彩愛           ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ            小学（5）36 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）37 女子 平泳ぎ  100m 10歳

中村　沙紀           ﾅｶﾑﾗ ｻｷ              小学（5）38 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）39 女子 背泳ぎ  100m 10歳

三宅　那実           ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ              小学（5）40 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）41 女子 バタフライ   50m 10歳

重見　彩葉           ｼｹﾞﾐ ｱﾔﾊ             小学（4）42 女子 バタフライ  100m 9歳以下

小学（4）43 女子 個人メドレー  200m 9歳以下

阪本実菜碧           ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ             小学（2）44 女子 自由形   50m 8歳以下

小学（2）45 女子 バタフライ   50m 8歳以下
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28916
氏名: カナ: 学校:No.:

洲本ＳＰ
性別: 申込種目:

森本　　樹           ﾓﾘﾓﾄ ｲﾂｷ             中学（2）1 男子 自由形   50m 13歳

中学（2）2 男子 自由形  100m 13歳

竹中　蒼人           ﾀｹﾅｶ ｿﾗﾄ             小学（6）3 男子 自由形  100m 11歳

小学（6）4 男子 背泳ぎ   50m 11歳

竹中　理貢           ﾀｹﾅｶ ﾘｸ              小学（3）5 男子 背泳ぎ   50m 9歳以下

小学（3）6 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

中山　和希           ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ            小学（3）7 男子 自由形  100m 8歳以下

小学（3）8 男子 背泳ぎ   50m 8歳以下

中山　志麻           ﾅｶﾔﾏ ｼﾏ              小学（5）9 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（5）10 女子 背泳ぎ  100m 11歳
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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:

屋村　優斗           ﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ              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

近藤　　颯           ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ            中学（2）3 男子 自由形  100m 13歳

中学（2）4 男子 バタフライ   50m 13歳

沖村　恒祐           ｵｷﾑﾗ ｺｳｽｹ            中学（1）5 男子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（1）6 男子 背泳ぎ  100m 13歳

押部　　晃           ｵｼﾍﾞ ﾋｶﾙ             中学（1）7 男子 平泳ぎ   50m 13歳

中学（1）8 男子 平泳ぎ  100m 13歳

佐藤　夏輝           ｻﾄｳ ﾅﾂｷ              小学（6）9 男子 平泳ぎ   50m 12歳

小学（6）10 男子 平泳ぎ  100m 12歳

西海　徹平           ﾆｼｳﾐ ﾃｯﾍﾟｲ           小学（6）11 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）12 男子 背泳ぎ   50m 11歳

福田　峻大           ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾄ            小学（6）13 男子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（6）14 男子 背泳ぎ  100m 11歳

藤田　想真           ﾌｼﾞﾀ ｿｳﾏ             小学（6）15 男子 バタフライ   50m 11歳

小学（6）16 男子 バタフライ  100m 11歳

山下　和真           ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ            小学（5）17 男子 自由形   50m 11歳

小学（5）18 男子 自由形  100m 11歳

藤波　祥景           ﾌｼﾞﾅﾐ ｼｮｳｹｲ          小学（5）19 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）20 男子 背泳ぎ   50m 10歳

吉田　貴一           ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ             小学（4）21 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）22 男子 バタフライ   50m 10歳

寺坂　直晃           ﾃﾗｻｶ ﾅｵｱｷ            小学（4）23 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）24 男子 平泳ぎ   50m 10歳

近藤　　翔           ｺﾝﾄﾞｳ ｶｹﾙ            小学（4）25 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）26 男子 背泳ぎ   50m 10歳

南　　康介           ﾐﾅﾐ ｺｳｽｹ             小学（4）27 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）28 男子 平泳ぎ   50m 10歳

福田　羚琥           ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾄ            小学（4）29 男子 バタフライ   50m 9歳以下

小学（4）30 男子 個人メドレー  200m 9歳以下

寺坂　拓真           ﾃﾗｻｶ ﾀｸﾏ             小学（3）31 男子 自由形   50m 8歳以下

小学（3）32 男子 平泳ぎ   50m 8歳以下

大濵　心花           ｵｵﾊﾏ ｻﾈｶ             中学（3）33 女子 背泳ぎ   50m 15･16歳

中学（3）34 女子 背泳ぎ  100m 15･16歳

小林　　楓           ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ           中学（3）35 女子 平泳ぎ   50m 14歳

中学（3）36 女子 平泳ぎ  100m 14歳

清水　南帆           ｼﾐｽﾞ ﾅﾎ              中学（2）37 女子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）38 女子 背泳ぎ  100m 13歳

森　　絆菜           ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ              中学（2）39 女子 バタフライ   50m 13歳

中学（2）40 女子 バタフライ  100m 13歳

西海　穂泉           ﾆｼｳﾐ ﾎｽﾞﾐ            中学（2）41 女子 背泳ぎ   50m 13歳

中学（2）42 女子 背泳ぎ  100m 13歳

森岡　来望           ﾓﾘｵｶ ｸﾙﾐ             中学（1）43 女子 背泳ぎ   50m 12歳

中学（1）44 女子 背泳ぎ  100m 12歳

﨑山　紗衣           ｻｷﾔﾏ ｻｴ              小学（6）45 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）46 女子 背泳ぎ   50m 12歳

番地　優月           ﾊﾞﾝﾁ ﾕﾂﾞｷ            小学（6）47 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）48 女子 自由形  100m 12歳

藤澤ひかり           ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾘ            小学（6）49 女子 バタフライ   50m 12歳
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藤澤ひかり           ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾘ            小学（6）50 女子 バタフライ  100m 12歳

高橋　彩芽           ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ             小学（6）51 女子 自由形   50m 12歳

小学（6）52 女子 自由形  100m 12歳

清水　舞帆           ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ              小学（6）53 女子 背泳ぎ   50m 11歳

小学（6）54 女子 背泳ぎ  100m 11歳

井上　紗良           ｲﾉｳｴ ｻﾗ              小学（5）55 女子 自由形   50m 11歳

小学（5）56 女子 バタフライ   50m 11歳

和田　莉愛           ﾜﾀﾞ ﾚｲｱ              小学（4）57 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）58 女子 背泳ぎ   50m 10歳

坂井　輝星           ｻｶｲ ｷﾗﾗ              小学（4）59 女子 自由形   50m 10歳

小学（4）60 女子 バタフライ   50m 10歳

澤村　美寿           ｻﾜﾑﾗ ﾐｺﾄ             小学（4）61 女子 背泳ぎ   50m 10歳

小学（4）62 女子 個人メドレー  200m 10歳

高橋　柚凪           ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ             小学（4）63 女子 自由形   50m 9歳以下

小学（4）64 女子 背泳ぎ   50m 9歳以下

28924
氏名: カナ: 学校:No.:

家島ＳＣ
性別: 申込種目:

上田　悠斗           ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ             高校（1）1 男子 背泳ぎ  100m 15･16歳

高校（1）2 男子 個人メドレー  200m 15･16歳

山本　　慶           ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ              中学（1）3 男子 自由形   50m 13歳

中学（1）4 男子 バタフライ   50m 13歳

北脇　基耀           ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ             中学（1）5 男子 自由形  100m 13歳

中学（1）6 男子 平泳ぎ  100m 13歳

平　　向誠           ﾀｲﾗ ｺｳｾｲ             中学（1）7 男子 背泳ぎ   50m 12歳

竹中　伯燿           ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｱｷ            小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m 11歳

小学（6）9 男子 平泳ぎ  100m 11歳

桂　　壮佑           ｶﾂﾗ ｿｳｽｹ             小学（6）10 男子 自由形   50m 11歳

小学（6）11 男子 背泳ぎ  100m 11歳

小林　愛來           ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ            中学（1）12 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）13 女子 平泳ぎ  100m 12歳

田井　千晴           ﾀｲ ﾁﾊﾙ               中学（1）14 女子 自由形  100m 12歳

中学（1）15 女子 平泳ぎ  100m 12歳

坂本　明梨           ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ             小学（6）16 女子 バタフライ   50m 12歳

小学（6）17 女子 バタフライ  100m 12歳

上田　夏愛           ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ             小学（5）18 女子 自由形   50m 10歳

小学（5）19 女子 平泳ぎ   50m 10歳
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28926
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＴ淡路
性別: 申込種目:

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

高校（1）2 男子 バタフライ  100m 15･16歳

原口　煌生 ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 小学（5）3 男子 自由形   50m 10歳

小学（5）4 男子 バタフライ   50m 10歳

浅井蒼一郎 ｱｻｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 小学（4）5 男子 自由形   50m 10歳

小学（4）6 男子 バタフライ   50m 10歳

下野　真輝           ｼﾓﾉ ﾏｻｷ              小学（4）7 男子 自由形   50m 9歳以下

下野　真矢 ｼﾓﾉ ｼﾝﾔ 小学（4）8 男子 自由形   50m 9歳以下

川上　麻緒           ｶﾜｶﾐ ﾏｵ              高校（1）9 女子 平泳ぎ   50m 15･16歳

高校（1）10 女子 平泳ぎ  100m 15･16歳

西田　千咲 ﾆｼﾀﾞ ﾁｻ 中学（3）11 女子 バタフライ   50m 14歳

山崎　姫奈 ﾔﾏｻｷ ﾋﾒﾅ 中学（2）12 女子 自由形   50m 14歳

中学（2）13 女子 自由形  100m 14歳
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