
第15回兵庫県短水路選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28061
氏名: カナ: 学校:No.:

自由が丘中学
性別: 申込種目:

徳平　将之           ﾄｸﾋﾗ ﾏｻﾕｷ            中学（3）1 男子 バタフライ   50m 15･16才

28305
氏名: カナ: 学校:No.:

県立小野高校
性別: 申込種目:

山本　真大           ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ             高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28308
氏名: カナ: 学校:No.:

県立赤穂高校
性別: 申込種目:

清水　恵那           ｼﾐｽﾞ ｴﾅ              高校（2）1 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28309
氏名: カナ: 学校:No.:

姫路商業高校
性別: 申込種目:

伴　　陸功           ﾊﾞﾝ ﾘｸ               高校（1）1 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

古市　大和           ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ             高校（1）2 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）3 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

衣笠　海音           ｷﾇｶﾞｻ ｱﾏﾈ            高校（2）4 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

長谷川結衣           ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ             高校（1）5 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）6 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

28331
氏名: カナ: 学校:No.:

北須磨高校
性別: 申込種目:

堀上　諒馬           ﾎﾘｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ           高校（2）1 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28385
氏名: カナ: 学校:No.:

明石清水高校
性別: 申込種目:

大森　葵琉           ｵｵﾓﾘ ｱｲﾙ             高校（3）1 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

谷塚　俊介           ﾀﾆﾂｶ ｼｭﾝｽｹ           高校（3）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

三宅　啓介           ﾐﾔｹ ｹｲｽｹ             高校（1）5 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）6 男子 バタフライ  200m 15･16才

泉　　昂志           ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ             高校（1）7 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）8 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

小林　千紘           ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ            高校（2）9 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

石田　実蕗           ｲｼﾀﾞ ﾐﾌﾞｷ            高校（2）10 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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第15回兵庫県短水路選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28507
氏名: カナ: 学校:No.:

市立尼崎高校
性別: 申込種目:

大門　慶悟           ｵｵｶﾄﾞ ｹｲｺﾞ           高校（3）1 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

立花　彩翔           ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔﾄ            高校（3）3 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

吉野　優平           ﾖｼﾉ ﾕｳﾍｲ             高校（3）5 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

縄井　健世           ﾅﾜｲ ｹﾝｾ              高校（2）7 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

袖野　椋可           ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ            高校（2）9 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山田　海斗           ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ             高校（2）11 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）12 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

八田　圭人           ﾊｯﾀ ｹｲﾄ              高校（2）13 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）14 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

吉岡亜矢都           ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ             高校（2）15 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）16 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

木下　泰乙           ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ             高校（1）17 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）18 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

渡邊　洸輝           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ            高校（1）19 男子 バタフライ  100m 15･16才

中前　凜音           ﾅｶﾏｴ ﾘｵﾝ             高校（3）20 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）21 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

入江　綾音           ｲﾘｴ ｱﾔﾈ              高校（2）22 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）23 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

若松あさひ           ﾜｶﾏﾂ ｱｻﾋ             高校（2）24 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松村　幸音           ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾈ             高校（1）25 女子 自由形  200m 15･16才

28516
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸高専 高
性別: 申込種目:

米田　虎優           ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ            高校（3）1 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 個人メドレー  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

下濱　　快           ｼﾓﾊﾏ ｶｲ              高校（2）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上岡　右京           ｶﾐｵｶ ｳｷｮｳ            高校（2）5 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

川邊　愛貴           ｶﾜﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ           高校（2）6 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

熊木　　優           ｸﾏｷ ﾕｳ               高校（1）8 男子 自由形   50m 15･16才
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第15回兵庫県短水路選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

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 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

加野　翔大           ｶﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ            高校（3）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北川　　凜           ｷﾀｶﾞﾜ ﾘﾝ             高校（3）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森田　遥大           ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ              高校（2）6 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北井　志宜           ｷﾀｲ ﾓﾄｷ              高校（2）8 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）9 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小川　雄大           ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾋ             高校（2）10 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

倉橋　宙史           ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾌﾐ            高校（2）12 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

立岩　朋純           ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ              高校（2）14 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）15 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

吉宮　浩之           ﾖｼﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ            高校（2）16 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）17 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大倉　瑞輝           ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ            高校（2）18 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28603
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院高等
性別: 申込種目:

田中　一路           ﾀﾅｶ ｲﾁﾛ              高校（3）1 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

田中　駿真           ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾏ             高校（3）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡本　稜久           ｵｶﾓﾄ ﾘｸ              高校（2）5 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 個人メドレー  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

伊藤　寛記           ｲﾄｳ ﾋﾛｷ              高校（2）7 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

垣内　柊人           ｶｷｳﾁ ｼｭｳﾄ            高校（2）9 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

武本　航志           ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ             高校（1）11 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）12 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

川本　悠乃           ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾉ             高校（3）13 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）14 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

渡瀬夢花里           ﾜﾀｾ ﾕｶﾘ              高校（2）15 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）16 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

橋本夏菜恵           ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ             高校（1）17 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）18 女子 自由形  200m 15･16才

28613
氏名: カナ: 学校:No.:

村野工業高校
性別: 申込種目:

野　　龍矢           ﾉ ﾘｭｳﾔ               高校（2）1 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

白井　佑太           ｼﾗｲ ﾕｳﾀ              高校（2）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

卯野　諒成           ｳﾉ ﾘｮｳｾｲ             高校（1）5 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）6 男子 平泳ぎ  200m 15･16才
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28615
氏名: カナ: 学校:No.:

須磨学園高校
性別: 申込種目:

重本孝太郎           ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ          高校（3）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松本　　陸           ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ              高校（3）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大平　理登           ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ             高校（2）5 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上岡　颯太           ｶﾐｵｶ ｿｳﾀ             高校（1）7 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）8 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

菅野　広大           ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ           高校（1）9 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）10 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

村木　　心           ﾑﾗｷ ｺｺﾛ              高校（3）11 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）12 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

井上　真帆           ｲﾉｳｴ ﾏﾎ              高校（3）13 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）14 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中野　帆波           ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ              高校（3）15 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）16 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

貴島風海香           ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ             高校（2）17 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）18 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松本　　涼           ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ             高校（2）19 女子 個人メドレー  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

立山　心菜           ﾀﾁﾔﾏ ｺｺﾅ             高校（1）21 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）22 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

28623
氏名: カナ: 学校:No.:

仁川学院高校
性別: 申込種目:

大野　佑太           ｵｵﾉ ﾕｳﾀ              高校（2）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

内原　心海           ｳﾁﾊﾗ ｺｺﾐ             高校（2）3 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松村　もえ           ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ              高校（2）4 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28631
氏名: カナ: 学校:No.:

雲雀丘学園高
性別: 申込種目:

尾﨑　春彦           ｵｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ            高校（2）1 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

福井　映輔           ﾌｸｲ ｴｲｽｹ             高校（1）3 男子 バタフライ   50m 15･16才

関　佳那子           ｾｷ ｶﾅｺ               高校（1）4 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

大木　咲季           ｵｵｷ ｻｷ               高校（1）5 女子 自由形   50m 15･16才

28645
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸星城高校
性別: 申込種目:

岡本　璃旺           ｵｶﾓﾄ ﾘｵｳ             高校（2）1 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28703
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱電機
性別: 申込種目:

田中　宗親           ﾀﾅｶ ﾑﾈﾁｶ             一般1 男子 バタフライ   50m 一般

松井　裕也           ﾏﾂｲ ﾕｳﾔ              一般2 男子 バタフライ   50m 一般

一般3 男子 バタフライ  100m 一般

須藤　祥稔           ｽﾄﾞｳ ｱｷﾄｼ            一般4 男子 平泳ぎ   50m 一般

加藤　大亮           ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ            一般5 男子 自由形   50m 一般
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28711
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸市役所
性別: 申込種目:

山本　浩路           ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ            一般1 男子 平泳ぎ   50m 一般

一般2 男子 バタフライ   50m 一般

28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別: 申込種目:

加谷　幹登           ｶﾔ ﾐｷﾄ               高校（2）1 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

西垣　太陽           ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ           高校（2）3 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

梶田　紫夕           ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ             高校（2）5 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

秋庭ひなた           ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ             中学（3）7 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）8 女子 自由形  400m 15･16才

斉藤　　舞           ｻｲﾄｳ ﾏｲ              中学（2）9 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）10 女子 平泳ぎ  200m 14才

28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ
性別: 申込種目:

坂井孝士郎           ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ            一般1 男子 自由形  100m 一般

八木　大輝           ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ             高校（3）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

鳴尾　夢月           ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ              高校（2）4 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

戸上　光助           ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ            高校（1）5 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）6 男子 バタフライ  200m 15･16才

小川　大貴           ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ             高校（1）7 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）8 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

吉田　貴範           ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ            中学（3）9 男子 自由形  200m 15･16才

中学（3）10 男子 個人メドレー  400m 15･16才

西川　呂希           ﾆｼｶﾜ ﾛｷ              中学（3）11 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）12 男子 自由形  100m 15･16才

仁川　遥斗           ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ              中学（2）13 男子 個人メドレー  400m 14才

登　　飛瑛           ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ             中学（2）14 男子 バタフライ   50m 14才

中学（2）15 男子 バタフライ  100m 14才

小川　桃香           ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ             高校（3）16 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）17 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小阪　愛音           ｺｻｶ ｱﾏﾈ              高校（2）18 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡部　仁胡           ｵｶﾍﾞ ﾆｺ              高校（1）20 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）21 女子 バタフライ  100m 15･16才

西河　輝峰           ﾆｼｶﾜ ｷﾎ              高校（1）22 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）23 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

小坂田　愛           ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ             中学（3）24 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）25 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

前田　夏風           ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ             中学（3）26 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）27 女子 バタフライ  100m 15･16才

中野　陽菜           ﾅｶﾉ ﾋﾅ               中学（3）28 女子 自由形  200m 15･16才

伊藤　凜奈           ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ              中学（2）29 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）30 女子 背泳ぎ  200m 14才

皐月　　静           ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ             小学（6）31 女子 平泳ぎ   50m 12才
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28808
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎ＳＳ
性別: 申込種目:

山本有希也           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾔ             高校（2）1 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

和田晃太朗           ﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ             中学（3）3 男子 個人メドレー  100m 15･16才

中学（3）4 男子 個人メドレー  200m 15･16才

西山　　暖           ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ             高校（2）5 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山田　麻琴           ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ             中学（3）6 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

西山　　萌           ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ              中学（3）7 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）8 女子 バタフライ  200m 15･16才

皆田　麻央           ﾐﾅﾀﾞ ﾏｵ              中学（1）9 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）10 女子 平泳ぎ  100m 13才

28812
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ清和台
性別: 申込種目:

高須　葉一           ﾀｶｽ ﾖｳｲﾁ             高校（2）1 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別: 申込種目:

久保田一矢           ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾔ            高校（3）1 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

竹中　拓哉           ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ             高校（2）3 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北　　遼音           ｷﾀ ﾊﾙﾄ               中学（1）5 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）6 男子 背泳ぎ  200m 13才

澤野　莉子           ｻﾜﾉ ﾘｺ               高校（1）7 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）8 女子 個人メドレー  400m 15･16才

岡井　夏凜           ｵｶｲ ｶﾘﾝ              高校（1）9 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）10 女子 自由形  100m 15･16才

森田　美友           ﾓﾘﾀ ﾐﾕ               高校（1）11 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）12 女子 バタフライ  200m 15･16才

中澤　　葵           ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ            高校（1）13 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）14 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

板谷　紗瑛           ｲﾀﾀﾆ ｻｴ              中学（3）15 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）16 女子 自由形  200m 15･16才

坂口理彩子           ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ            中学（3）17 女子 自由形  400m 15･16才

中学（3）18 女子 自由形  800m 15･16才

樋口　実紅           ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ              中学（3）19 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）20 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

阿部　　悠           ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ              中学（3）21 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

中学（3）22 女子 個人メドレー  400m 15･16才

見浪　真美           ﾐﾅﾐ ﾏﾐ               小学（6）23 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）24 女子 背泳ぎ  100m 12才
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28820
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西宮
性別: 申込種目:

吉武勇太朗           ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ           高校（2）1 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

野村　光希           ﾉﾑﾗ ｺｳｷ              中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16才

山口　遥穂           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾎ            中学（2）4 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）5 男子 平泳ぎ  200m 14才

山田ひかる           ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ             大学（1）6 女子 背泳ぎ  100m 一般

大学（1）7 女子 背泳ぎ  200m 一般

衛門　果穂           ｴﾓﾝ ｶﾎ               中学（3）8 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）9 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

堀上　彩良           ﾎﾘｶﾐ ｻﾗ              中学（3）10 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）11 女子 個人メドレー  200m 15･16才

日下　結奈           ｸｻｶ ﾕｲﾅ              中学（1）12 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）13 女子 バタフライ  200m 13才

椿原　優希           ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾕｳｷ           小学（6）14 女子 平泳ぎ   50m 12才

上原　真有           ｳｴﾊﾗ ﾏｱﾘ             小学（6）15 女子 平泳ぎ   50m 12才

長尾　美咲           ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ             小学（6）16 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）17 女子 背泳ぎ  100m 12才

三宗　琴葉           ﾐﾂﾑﾈ ｺﾄﾊ             小学（6）18 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）19 女子 背泳ぎ  100m 12才

28821
氏名: カナ: 学校:No.:

ＢＩＧ姫路
性別: 申込種目:

加賀瀬百夏           ｶｶﾞｾ ﾓﾓｶ             中学（1）1 女子 背泳ぎ  200m 13才

7/17 ページ2020年12月23日 21:23:50



第15回兵庫県短水路選手権水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28824
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮
性別: 申込種目:

金本　祐伎           ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｷ             大学（3）1 男子 背泳ぎ   50m 一般

大学（3）2 男子 背泳ぎ  100m 一般

友武　　涼           ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ             大学（3）3 男子 自由形  100m 一般

大学（3）4 男子 自由形  200m 一般

川野　礼夢           ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ              高校（1）5 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）6 男子 自由形  400m 15･16才

増田　海翔           ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾄ             高校（1）7 男子 自由形 1500m 15･16才

松岡　颯汰           ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ             高校（1）8 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）9 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

山岡　大晟           ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ            中学（3）10 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）11 男子 バタフライ  200m 15･16才

吉武伸之助           ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ           中学（1）12 男子 背泳ぎ  100m 13才

赤嶺　梨緒           ｱｶﾐﾈ ﾘｵ              一般13 女子 自由形   50m 一般

岡田　侑奈           ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ              大学（1）14 女子 平泳ぎ  100m 一般

下村　真彩           ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ             高校（1）15 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）16 女子 バタフライ  100m 15･16才

大賀　　葵           ｵｵｶﾞ ｱｵｲ             高校（1）17 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）18 女子 個人メドレー  200m 15･16才

浅尾萌々香           ｱｻｵ ﾓﾓｶ              中学（3）19 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）20 女子 自由形  100m 15･16才

木村　陽香           ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ              中学（2）21 女子 自由形   50m 14才

中学（2）22 女子 背泳ぎ  100m 14才

坂本　麻衣           ｻｶﾓﾄ ﾏｲ              中学（2）23 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）24 女子 平泳ぎ  200m 14才

今井　陽花           ｲﾏｲ ﾊﾙｶ              中学（2）25 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）26 女子 平泳ぎ  100m 14才

名村　心里           ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ              小学（6）27 女子 背泳ぎ   50m 12才

28825
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ明石
性別: 申込種目:

原田　壮大           ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ             中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16才

花澤　柊太           ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ           中学（2）3 男子 個人メドレー  400m 14才

藤原　直己           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ            中学（2）4 男子 バタフライ  100m 14才

加門　脩平           ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ            中学（1）5 男子 平泳ぎ  100m 13才

渡邊　莉咲           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻｷ            中学（2）6 女子 自由形  400m 14才
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28829
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ宝塚
性別: 申込種目:

廣本　　新           ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ             高校（3）1 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

株元　純一           ｶﾌﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ         高校（2）3 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

川越　悠河           ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ           高校（2）5 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

竹内　　隼           ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ             高校（2）7 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松田　悠里           ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ             高校（1）9 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）10 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

明石寿珠花           ｱｶｼ ｽｽﾞｶ             高校（2）11 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

服部　真央           ﾊｯﾄﾘ ﾏｵ              高校（1）12 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

友利　梨穂           ﾄﾓﾘ ﾘﾎ               中学（2）13 女子 平泳ぎ  200m 14才

中学（2）14 女子 個人メドレー  200m 14才

村上　優菜           ﾑﾗｶﾐ ﾕﾅ              中学（2）15 女子 自由形  400m 14才

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 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

前田　悠太           ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ             高校（2）2 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

林崎　　蓮           ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾚﾝ            高校（1）3 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）4 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

美藤　麻衣           ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ              高校（3）5 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

神達　朱音           ｶﾝﾀﾞﾂ ｱｶﾈ            高校（2）7 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

28833
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ御影
性別: 申込種目:

松本波瑠馬           ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ             大学（2）1 男子 平泳ぎ   50m 一般

大学（2）2 男子 平泳ぎ  100m 一般

工藤しゅり           ｸﾄﾞｳ ｼｭﾘ             中学（2）3 女子 自由形   50m 14才

佐藤　来美           ｻﾄｳ ｸﾐ               中学（1）4 女子 自由形   50m 13才
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28835
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ神戸
性別: 申込種目:

前田　駿太           ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ            高校（2）1 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大橋　空翔           ｵｵﾊｼ ｿﾗ              高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）4 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

小池　貴之           ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ             中学（3）5 男子 バタフライ  200m 15･16才

中学（3）6 男子 個人メドレー  200m 15･16才

髙橋　悠斗           ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ             中学（2）7 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）8 男子 背泳ぎ  200m 14才

大橋　鈴羅           ｵｵﾊｼ ﾚｲﾗ             高校（2）9 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

片山　珠里           ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ            高校（1）11 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）12 女子 自由形  100m 15･16才

前田　七海           ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ             中学（3）13 女子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）14 女子 バタフライ  100m 15･16才

明石　　鈴           ｱｶｼ ﾘﾝ               中学（3）15 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

菅原　凛夏           ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ            中学（1）16 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）17 女子 バタフライ  100m 13才
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28840
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ
性別: 申込種目:

湯口　勝也           ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ             大学（3）1 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（3）2 男子 平泳ぎ  200m 一般

西尾　太希           ﾆｼｵ ﾀｲｷ              大学（2）3 男子 平泳ぎ  200m 一般

江副　澪音           ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ             高校（2）4 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

長島京志郎           ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ         高校（2）6 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

村上　汰晟           ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ            高校（2）8 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）9 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

向井　瑛希           ﾑｶｲ ｴｲｷ              高校（2）10 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

内海　秀翔           ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ            中学（3）12 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）13 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

村上　徹平           ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ           中学（2）14 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）15 男子 背泳ぎ  200m 14才

湯口　百恵           ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ             高校（3）16 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）17 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

古長みさと           ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ             高校（2）18 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中嶌　楓花           ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ            高校（1）20 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）21 女子 自由形  800m 15･16才

浅井　杏香           ｱｻｲ ﾓﾓｶ              中学（2）22 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）23 女子 平泳ぎ  200m 14才

井村　凪瀬           ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ             中学（2）24 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）25 女子 平泳ぎ  200m 14才

安田　千展           ﾔｽﾀﾞ ﾁﾋﾛ             中学（2）26 女子 背泳ぎ  200m 14才

田村　朱里           ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ              中学（2）27 女子 自由形  200m 14才

中学（2）28 女子 自由形  400m 14才

西尾　柚乃           ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ             小学（6）29 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）30 女子 平泳ぎ  200m 12才

28848
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ姫路
性別: 申込種目:

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

一般2 男子 自由形 1500m 一般

小峯　輝羅           ｺﾐﾈ ｷﾗ               高校（1）3 男子 自由形 1500m 15･16才

高校（1）4 男子 個人メドレー  400m 15･16才

津田　歩季           ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ             高校（3）5 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）6 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

竹中　杏羽           ﾀｹﾅｶ ｱｽﾞﾊ            高校（2）7 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

山﨑　彩花           ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ            高校（2）9 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

本田　彩乃           ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔﾉ             中学（2）10 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）11 女子 個人メドレー  400m 14才

28855
氏名: カナ: 学校:No.:

伊丹有岡ＳＳ
性別: 申込種目:

浅川　真優           ｱｻｶﾜ ﾏﾕ              中学（2）1 女子 背泳ぎ  200m 14才
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28857
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ神鉄
性別: 申込種目:

松浦　大倭           ﾏﾂｳﾗ ﾔﾏﾄ             高校（2）1 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

栗原　悠里           ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ             中学（3）2 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）3 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

四ツ谷智香           ﾖﾂﾀﾆ ﾁｶ              高校（2）4 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

萩原　　凜           ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ             高校（1）6 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）7 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高橋　紅葉           ﾀｶﾊｼ ｸﾚﾊ             高校（1）8 女子 個人メドレー  200m 15･16才

神谷　優月           ｶﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ             高校（1）9 女子 自由形   50m 15･16才

國谷野々香           ｸﾆﾀﾆ ﾉﾉｶ             小学（6）10 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）11 女子 平泳ぎ  100m 12才

28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別: 申込種目:

三原梨紗子           ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ              高校（2）1 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

庄司　彩花           ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ            中学（3）3 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）4 女子 バタフライ  200m 15･16才

花岡　菜海           ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ             中学（1）5 女子 自由形  200m 13才

山口　華凜           ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ            小学（6）6 女子 自由形  200m 12才

小学（6）7 女子 背泳ぎ  100m 12才

28866
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ加西
性別: 申込種目:

蔦川　真優           ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ             中学（3）1 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

中学（3）2 女子 個人メドレー  200m 15･16才

28869
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ大久保
性別: 申込種目:

木下　誠覇           ｷﾉｼﾀ ﾅﾙﾊ             中学（2）1 男子 自由形   50m 14才

山下　菜月           ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ             高校（2）2 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松野仁衣奈           ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ              高校（2）4 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中村　綺那           ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾅ             小学（6）6 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）7 女子 平泳ぎ  100m 12才

28870
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫之荘ＳＳ
性別: 申込種目:

寺田　充希           ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂｷ             高校（2）1 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

竹内　慶悟           ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ            中学（3）2 男子 個人メドレー  200m 15･16才

中学（3）3 男子 個人メドレー  400m 15･16才

比良　来望           ﾋﾗ ｸﾙﾐ               中学（3）4 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）5 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

上田　結愛           ｳｴﾀﾞ ﾕﾒ              中学（1）6 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）7 女子 平泳ぎ  200m 13才
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28872
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別: 申込種目:

八十　　碧           ﾔｿ ｱｵｲ               高校（1）1 男子 バタフライ  200m 15･16才

三木　颯翔           ﾐｷ ﾊﾔﾄ               中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）3 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

福田　萌乃           ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ             大学（1）4 女子 バタフライ  100m 一般

大学（1）5 女子 バタフライ  200m 一般

西雄　愛莉           ﾆｼｵ ｱｲﾘ              中学（3）6 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）7 女子 バタフライ   50m 15･16才

平山しおり           ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ             中学（2）8 女子 自由形   50m 14才

中学（2）9 女子 自由形  100m 14才

28874
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン三田
性別: 申込種目:

高石友梨香           ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ             高校（1）1 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）2 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

松本　玲奈           ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ             中学（1）3 女子 自由形   50m 13才

篠木　悠姫           ｼﾉｷ ﾕｳｷ              小学（6）4 女子 背泳ぎ   50m 12才

28880
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西神
性別: 申込種目:

赤坂　太成           ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ            高校（2）1 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

松尾　祐紀           ﾏﾂｵ ﾕｳｷ              高校（1）3 男子 バタフライ  200m 15･16才

松尾幸汰郎           ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾛｳ            中学（2）4 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）5 男子 バタフライ  200m 14才

德網　大星           ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ            中学（1）6 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）7 男子 バタフライ  200m 13才

吉田　芽生           ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ              高校（1）8 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）9 女子 自由形  100m 15･16才

二宮　陽凪           ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ              中学（3）10 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）11 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

青木　海音           ｱｵｷ ﾐｵ               中学（3）12 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）13 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

藤川ひまり           ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾏﾘ            中学（2）14 女子 自由形  200m 14才

中学（2）15 女子 自由形  400m 14才

宮崎　若葉           ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ           中学（1）16 女子 自由形  100m 13才

中学（1）17 女子 個人メドレー  200m 13才

赤松　　蘭           ｱｶﾏﾂ ﾗﾝ              小学（5）18 女子 背泳ぎ   50m 11才

28881
氏名: カナ: 学校:No.:

マック武庫川
性別: 申込種目:

辻森　魁人           ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ            中学（3）1 男子 自由形  400m 15･16才

米田　　華           ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ              中学（3）2 女子 バタフライ  200m 15･16才

東山　心音           ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｺｺﾈ           小学（5）3 女子 背泳ぎ   50m 11才

28883
氏名: カナ: 学校:No.:

こうでら
性別: 申込種目:

林　　舞桜           ﾊﾔｼ ﾏｵ               中学（2）1 女子 バタフライ   50m 14才

若畑　侑珠           ﾜｶﾊﾀ ﾕｳﾐ             中学（2）2 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）3 女子 平泳ぎ  200m 14才

川村　咲葵           ｶﾜﾑﾗ ｻｷ              中学（1）4 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）5 女子 平泳ぎ  200m 13才
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28887
氏名: カナ: 学校:No.:

マック加古川
性別: 申込種目:

児嶋　利弘           ｺｼﾞﾏ ﾘｸ              高校（2）1 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

菅原　萌那           ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ            高校（2）2 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

伊藤　未来           ｲﾄｳ ﾐｷ               中学（3）4 女子 自由形  400m 15･16才

中学（3）5 女子 自由形  800m 15･16才

28888
氏名: カナ: 学校:No.:

Aqスポレスト
性別: 申込種目:

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

石橋　由徠           ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ             中学（3）2 女子 バタフライ  200m 15･16才

国貞　愛佳           ｸﾆｻﾀﾞ ｱｲｶ            中学（2）3 女子 自由形  200m 14才

鵜島あかり           ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ             中学（1）4 女子 自由形   50m 13才

中学（1）5 女子 自由形  100m 13才

今林　小夏           ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ           小学（6）6 女子 自由形  200m 12才

小学（6）7 女子 個人メドレー  100m 12才

28903
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ神河
性別: 申込種目:

大畑　顕乃           ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ             中学（3）1 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）2 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

28904
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ相生
性別: 申込種目:

北本　悠介           ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ            中学（3）1 男子 個人メドレー  200m 15･16才

中学（3）2 男子 個人メドレー  400m 15･16才

玉越　凪紗           ﾀﾏｺｼ ﾅｷﾞｻ            中学（1）3 女子 平泳ぎ   50m 13才

28910
氏名: カナ: 学校:No.:

赤穂ＳＳ
性別: 申込種目:

舩本　愛子           ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ             高校（3）1 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中川　知優           ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ            高校（1）3 女子 バタフライ  100m 15･16才

28912
氏名: カナ: 学校:No.:

NSI南あわじ
性別: 申込種目:

村上　遥香           ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ             小学（6）1 女子 自由形   50m 12才

28914
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸北町Vivo
性別: 申込種目:

森本菜々美           ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ             高校（1）1 女子 バタフライ   50m 15･16才
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28921
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ西神戸
性別: 申込種目:

平山　　駿           ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝ             高校（3）1 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

重國　陽壮           ｼｹﾞｸﾆ ﾋﾅﾀ            高校（2）3 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上根　秀斗           ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ             高校（1）5 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）6 男子 バタフライ  200m 15･16才

日下　竜成           ｸｻｶ ﾘｭｳｾｲ            高校（1）7 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）8 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

洲﨑　透真           ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ             中学（3）9 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）10 男子 自由形  200m 15･16才

斉藤　　瑛           ｻｲﾄｳ ｴｲ              中学（3）11 男子 個人メドレー  200m 15･16才

中学（3）12 男子 個人メドレー  400m 15･16才

黒岩　徠夏           ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ             中学（2）13 女子 背泳ぎ  200m 14才

中学（2）14 女子 個人メドレー  200m 14才

清水　南帆           ｼﾐｽﾞ ﾅﾎ              中学（2）15 女子 背泳ぎ   50m 14才

森　　絆菜           ﾓﾘ ｷｽﾞﾅ              中学（2）16 女子 バタフライ   50m 14才

森岡　来望           ﾓﾘｵｶ ｸﾙﾐ             中学（1）17 女子 背泳ぎ   50m 13才

清水　舞帆           ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ              小学（6）18 女子 背泳ぎ   50m 12才

前原子々夏           ﾏｴﾊﾗ ｺｺﾅ             小学（5）19 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）20 女子 背泳ぎ  100m 11才

28933
氏名: カナ: 学校:No.:

PHOENIX
性別: 申込種目:

内田　真樹           ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ              大学（1）1 女子 自由形  400m 一般

大学（1）2 女子 自由形  800m 一般

28934
氏名: カナ: 学校:No.:

ＨＳＳＴ
性別: 申込種目:

竹川　将則           ﾀｹｶﾜ ﾏｻﾉﾘ            一般1 男子 背泳ぎ   50m 一般

一般2 男子 背泳ぎ  100m 一般

山本　尚志           ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ             一般3 男子 平泳ぎ   50m 一般

一般4 男子 平泳ぎ  100m 一般

吉本　真弓           ﾖｼﾓﾄ ﾏﾕﾐ             一般5 女子 自由形   50m 一般

28937
氏名: カナ: 学校:No.:

WINN KOBE
性別: 申込種目:

山田　凌平           ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ           一般1 男子 平泳ぎ   50m 一般

一般2 男子 平泳ぎ  100m 一般

森　　圭祐           ﾓﾘ ｹｲｽｹ              一般3 男子 背泳ぎ   50m 一般

一般4 男子 背泳ぎ  100m 一般

魚住　周平           ｳｵｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ          一般5 男子 バタフライ   50m 一般

一般6 男子 バタフライ  100m 一般

49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大学
性別: 申込種目:

佐伯　勇武           ｻｴｷ ｲｻﾑ              大学（4）1 男子 バタフライ   50m 一般

大学（4）2 男子 バタフライ  100m 一般

居林　優衣           ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ             大学（2）3 女子 自由形  100m 一般

大学（2）4 女子 背泳ぎ  200m 一般
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49046
氏名: カナ: 学校:No.:

東海学園大学
性別: 申込種目:

縄井　彪士           ﾅﾜｲ ﾋｮｳｵ             大学（2）1 男子 背泳ぎ  100m 一般

上田さくら           ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ             大学（3）2 女子 背泳ぎ  100m 一般

大学（3）3 女子 背泳ぎ  200m 一般

50001
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪体育大学
性別: 申込種目:

福田　裕輝           ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ             大学（3）1 男子 自由形  200m 一般

大学（3）2 男子 自由形  400m 一般

岸田　晃祐           ｷｼﾀﾞ ｺｳｽｹ            大学（3）3 男子 個人メドレー  200m 一般

大学（3）4 男子 個人メドレー  400m 一般

南谷　和志           ﾐﾅﾐﾀﾆ ｶｽﾞｼ           大学（3）5 男子 バタフライ   50m 一般

大学（3）6 男子 個人メドレー  200m 一般

松葉　優作           ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ            大学（1）7 男子 自由形   50m 一般

大学（1）8 男子 自由形  100m 一般

西　　藍霞           ﾆｼ ｱｲｶ               大学（3）9 女子 自由形  200m 一般

大学（3）10 女子 バタフライ  100m 一般

石田十季子           ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ             大学（1）11 女子 自由形  100m 一般

大学（1）12 女子 自由形  200m 一般

50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大学
性別: 申込種目:

藤田　紘希           ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ             大学（3）1 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（3）2 男子 背泳ぎ  200m 一般

塩川　裕也           ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ             大学（3）3 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（3）4 男子 背泳ぎ  200m 一般

森下　翔太           ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ            大学（3）5 男子 自由形  200m 一般

大学（3）6 男子 バタフライ  100m 一般

仲村　尚大           ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ          大学（3）7 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（3）8 男子 背泳ぎ  200m 一般

植田　竜成           ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ           大学（2）9 男子 バタフライ  200m 一般

平井　佑典           ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ             大学（2）10 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（2）11 男子 平泳ぎ  200m 一般

三原　慶悟           ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ             大学（1）12 男子 自由形  100m 一般

大学（1）13 男子 自由形  200m 一般

福本　勝太           ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ            大学（1）14 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（1）15 男子 背泳ぎ  200m 一般

好川　大雅           ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ            大学（1）16 男子 バタフライ   50m 一般

大学（1）17 男子 バタフライ  100m 一般

高橋　優輝           ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ             大学（1）18 男子 自由形   50m 一般

大学（1）19 男子 自由形  100m 一般

杉井　郁哉           ｽｷﾞｲ ﾌﾐﾔ             大学（1）20 男子 バタフライ  100m 一般

大学（1）21 男子 バタフライ  200m 一般

藤原　大彰           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ           大学（1）22 男子 バタフライ  100m 一般

大学（1）23 男子 バタフライ  200m 一般

有友　敬亮           ｱﾘﾄﾓ ﾀｶｱｷ            大学（1）24 男子 バタフライ   50m 一般

大学（1）25 男子 バタフライ  100m 一般

武樋祥太郎           ﾀｹﾋ ｼｮｳﾀﾛｳ           大学（1）26 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（1）27 男子 平泳ぎ  200m 一般
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50009
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸大学
性別: 申込種目:

志賀　寛和           ｼｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ            大学（3）1 男子 自由形   50m 一般

大学（3）2 男子 自由形  100m 一般

峯浦　　楽           ﾐﾈｳﾗ ﾗｸ              大学（3）3 男子 平泳ぎ  100m 一般

大学（3）4 男子 平泳ぎ  200m 一般

高橋　直希           ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ             大学（3）5 男子 背泳ぎ   50m 一般

大学（3）6 男子 背泳ぎ  100m 一般

門　　隆一           ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ            大学（3）7 男子 自由形   50m 一般

大学（3）8 男子 自由形  200m 一般

大海　陸人           ﾀﾞｲｶｲ ﾘｸﾄ            大学（3）9 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（3）10 男子 背泳ぎ  200m 一般

徳山　元太           ﾄｸﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ            大学（1）11 男子 自由形  100m 一般

前野　陸人           ﾏｴﾉ ﾘｸﾄ              大学（1）12 男子 バタフライ  200m 一般

50090
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸高専 大
性別: 申込種目:

磯部　怜大           ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ            大学（2）1 男子 自由形   50m 一般

大学（2）2 男子 自由形  100m 一般

松原　怜耶           ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ            大学（2）3 男子 バタフライ   50m 一般

端村　郁哉           ﾊｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ             大学（1）4 男子 背泳ぎ   50m 一般

50093
氏名: カナ: 学校:No.:

びわこ成蹊大
性別: 申込種目:

生田　敦嗣           ｲｸﾀ ｱﾂｼ              大学（3）1 男子 自由形   50m 一般

大学（3）2 男子 平泳ぎ   50m 一般

髙須加大和           ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ             大学（2）3 男子 背泳ぎ  200m 一般

夕部　大輝           ﾕｳﾍﾞ ﾀﾞｲｷ            大学（1）4 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（1）5 男子 背泳ぎ  200m 一般

北村　　萌           ｷﾀﾑﾗ ﾓｴ              大学（3）6 女子 バタフライ  100m 一般

大学（3）7 女子 バタフライ  200m 一般
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