
第43回兵庫県JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会登録団体別リレー要員一覧

28507
氏名: カナ: 学校:No.:

市立尼崎高校
性別:

縄井　健世           ﾅﾜｲ ｹﾝｾ              高校（2）1 男子

袖野　椋可           ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ            高校（2）2 男子

28603
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院高等
性別:

馬場　ゆき           ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ              高校（3）1 女子

28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ
性別:

大槻　駿斗           ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ             中学（2）1 男子

中川　陽喜           ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ            中学（1）2 男子

永本　空澄           ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ            小学（6）3 男子

髙岡　拓未           ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ             小学（6）4 男子

角野　里仁           ｽﾐﾉ ﾘﾋﾄ              小学（4）5 男子

岩﨑　壱知           ｲﾜｻｷ ｲﾁ              小学（4）6 男子

上村　悠斗           ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ             小学（4）7 男子

荒本　結衣           ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ              小学（6）8 女子

28810
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ三木
性別:

木下　莱翔           ｷﾉｼﾀ ﾗｲﾄ             小学（6）1 男子

長谷　晄士           ﾊｾ ﾃﾙﾄ               小学（6）2 男子

習田奏一郎           ｼｭｯﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ          小学（6）3 男子

薮西　貴裕           ﾔﾌﾞﾆｼ ﾀｶﾋﾛ           小学（6）4 男子

小石　須遥           ｺｲｼ ｽﾊﾞﾙ             小学（6）5 男子

生田　昊大           ｲｸﾀ ｿﾗﾄ              小学（6）6 男子

大上　　結           ｵｵｳｴ ﾕｲ              小学（6）7 女子

木下　璃愛           ｷﾉｼﾀ ﾘｱ              小学（6）8 女子

花房　美空           ﾊﾅﾌｻ ﾐｿﾗ             小学（6）9 女子

阿部　花世           ｱﾍﾞ ﾊﾅﾖ              小学（6）10 女子

原　　愛子           ﾊﾗ ｱｲｺ               小学（6）11 女子

阪野　伽歩           ｻｶﾉ ｶﾎ               小学（6）12 女子

宗平　愛華           ﾑﾈﾋﾗ ｱｲｶ             小学（6）13 女子

竹内　菜桜           ﾀｹｳﾁ ﾅｵ              小学（6）14 女子

平　　実花           ﾀｲﾗ ﾐﾊﾅ              小学（5）15 女子

28814
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ東加古
性別:

長原　一颯           ﾅｶﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ           小学（4）1 男子

外薗　大和           ﾎｶｿﾞﾉ ﾔﾏﾄ            小学（4）2 男子

28815
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン神戸
性別:

牛戸日向汰           ｳｼﾄﾞ ﾋﾅﾀ             小学（6）1 男子

草野　克仁           ｸｻﾉ ｶﾂﾄ              小学（5）2 男子

錦織　郁斗           ﾆｼｺｵﾘ ｲｸﾄ            小学（4）3 男子

山城　琉生           ﾔﾏｼﾛ ﾙｲ              小学（4）4 男子

野村　芽生           ﾉﾑﾗ ﾒｲ               小学（5）5 女子
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28824
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮
性別:

小南　有輝           ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ             中学（2）1 男子

松岡　蓮汰           ﾏﾂｵｶ ﾚﾝﾀ             中学（2）2 男子

武内みなみ           ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ             高校（1）3 女子

小林　優希           ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ             中学（2）4 女子

井ノ上萌々華         ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ             中学（2）5 女子

中路　歩莉           ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ             中学（1）6 女子

西野帆乃花           ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ              中学（1）7 女子

坂本　紗依           ｻｶﾓﾄ ｻｴ              小学（6）8 女子

28829
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ宝塚
性別:

株元　純一           ｶﾌﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ         高校（2）1 男子

白井　大翔           ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ              小学（4）2 男子

南　　宗佑           ﾐﾅﾐ ｿｳｽｹ             小学（4）3 男子

竹腰　基佑           ﾀｹｺｼ ｷｽｹ             小学（4）4 男子

恩地　航平           ｵﾝﾁ ｺｳﾍｲ             小学（4）5 男子

髙岡　陽介           ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ            小学（3）6 男子

28840
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ
性別:

馬場凜太朗           ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ           高校（2）1 男子

安田　千展           ﾔｽﾀﾞ ﾁﾋﾛ             中学（2）2 女子

林　　由奈           ﾊﾔｼ ﾕﾅ               中学（2）3 女子

岩崎　心美           ｲﾜｻｷ ｺｺﾐ             小学（6）4 女子

江端美月季           ｴﾊﾞﾀ ﾐﾂﾞｷ            小学（5）5 女子

28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別:

吉田　陽奈           ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ              小学（6）1 女子

北本　　樹           ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ             小学（5）2 女子

28869
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ大久保
性別:

森　　颯汰           ﾓﾘ ｿｳﾀ               中学（2）1 男子

橋本　誠也           ﾊｼﾓﾄ ｾｲﾔ             中学（2）2 男子

水田　大貴           ﾐｽﾞﾀ ﾋﾛｷ             中学（2）3 男子

28870
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫之荘ＳＳ
性別:

磯田　舜斗           ｲｿﾀﾞ ｼｭﾝﾄ            小学（6）1 男子

上田　瑛太           ｳｴﾀﾞ ｴｲﾀ             小学（6）2 男子

28872
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別:

佐藤煌太朗           ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ            小学（6）1 男子

内海　暁翔           ｳﾂﾐ ｱｷﾄ              小学（6）2 男子

段林　未來           ﾀﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｸ           小学（6）3 女子

横内　秋菜           ﾖｺｳﾁ ｱｷﾅ             小学（6）4 女子
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28874
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン三田
性別:

萩原　愛結           ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕ             小学（4）1 女子

石田　愛沙           ｲｼﾀﾞ ｱｽﾅ             小学（4）2 女子

本荘　奈月           ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅﾂｷ           小学（4）3 女子

28880
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン西神
性別:

小川　颯大           ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ           小学（6）1 男子

津田　瑛太           ﾂﾀﾞ ｴｲﾀ              小学（6）2 男子

安田　裕雅           ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶﾞ            小学（4）3 男子

津田　優司           ﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ             小学（3）4 男子

秋葉　結衣           ｱｷﾊﾞ ﾕｲ              小学（6）5 女子

井上　侑紀           ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ             小学（6）6 女子

杉山未南音           ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾄ            小学（6）7 女子

中山実紗希           ﾅｶﾔﾏ ﾐｻｷ             小学（5）8 女子

西原　羽音           ﾆｼﾊﾗ ﾊﾉﾝ             小学（4）9 女子

古川　　凜           ﾌﾙｶﾜ ﾘﾝ              小学（4）10 女子

大西　日葵           ｵｵﾆｼ ﾋﾏﾘ             小学（4）11 女子

28921
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ西神戸
性別:

吉田　貴一           ﾖｼﾀﾞ ｷｲﾁ             小学（4）1 男子

番地　優月           ﾊﾞﾝﾁ ﾕﾂﾞｷ            小学（6）2 女子

藤澤ひかり           ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾘ            小学（6）3 女子

高橋　彩芽           ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ             小学（6）4 女子

清水　舞帆           ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ              小学（6）5 女子

坂井　輝星           ｻｶｲ ｷﾗﾗ              小学（4）6 女子

澤村　美寿           ｻﾜﾑﾗ ﾐｺﾄ             小学（4）7 女子

高橋　柚凪           ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ             小学（4）8 女子
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