
男子 自由形 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 二星　優真                    ﾆﾎﾞｼ ﾕｳﾏ                      28041 望海中学 中学 (2)

2 冨田　颯晴                    ﾄﾐﾀ ｿｳﾊ                       28041 望海中学 中学 (2)

3 貴志　優翔                    ｷｼ ﾕｳﾄ                        28041 望海中学 中学 (2)

4 綛谷　有慧                    ｶｾﾀﾆ ｱｻﾄ                      28041 望海中学 中学 (2)

5 竹内　優輔                    ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ                     28208 仁川学院中学 中学 (1)

6 三島　健琉                    ﾐｼﾏ ﾀｹﾙ                       28344 県尼崎西高校 高校 (2)

7 橋本　　樹                    ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ                      28344 県尼崎西高校 高校 (1)

8 三角　哲生                    ﾐｽﾐ ﾃﾂｵ                       28344 県尼崎西高校 高校 (1)

9 神澤　流風                    ｶﾐｻﾜ ﾅﾋﾞｷ                     28613 村野工業高校 高校 (2)

10 玉田賢史朗                    ﾀﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ                    28613 村野工業高校 高校 (1)

11 小島　健太                    ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ                      28613 村野工業高校 高校 (1)

12 西川　大遥                    ﾆｼｶﾜ ﾀｲﾖｳ                     28623 仁川学院高校 高校 (2)

13 谷森　　渓                    ﾀﾆﾓﾘ ｹｲ                       28623 仁川学院高校 高校 (1)

14 早川　誠人                    ﾊﾔｶﾜ ﾏｺﾄ                      28623 仁川学院高校 高校 (1)

15 城村　太壱                    ｼﾞｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ                    28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

16 三谷　宜輝                    ﾐﾀﾆ ﾖｼｱｷ                      28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

17 児玉　英知                    ｺﾀﾞﾏ ｴｲﾁ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

18 荒本　稜太                    ｱﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

19 渡辺　知哉                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

20 安部　颯利                    ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ                       28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

21 谷口　悠都                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾄ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

22 永本　陽仁                    ﾅｶﾞﾓﾄ ﾊﾙﾄ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

23 大林　奏水                    ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｲ                   28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

24 角野　七仁                    ｽﾐﾉ ﾅﾅﾄ                       28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

25 甲斐田尚希                    ｶｲﾀﾞ ﾅｵｷ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

26 井上　智詞                    ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ                      28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

27 薬師神日向                    ﾔｸｼｼﾞﾝ ﾋﾅﾀ                    28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

28 傳谷孝太郎                    ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ                   28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

29 小林　海翔                    ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ                     28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

30 村田　龍白                    ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｸ                      28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

31 岩川　直矢                    ｲﾜｶﾜ ﾅｵﾔ                      28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

32 山本　紘暖                    ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ                     28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

33 吉田　翔星                    ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｾｲ                    28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

34 長原　碧生                    ﾅｶﾞﾊﾗ ｱｵｲ                     28814 コナミ東加古 小学 (3)

35 三好翔太郎                    ﾐﾖｼ ｼｮｳﾀﾛｳ                    28814 コナミ東加古 小学 (3)

36 門野　凱斗                    ｶﾄﾞﾉ ｶｲﾄ                      28814 コナミ東加古 小学 (2)

37 吉田　大範                    ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ                     28815 イトマン神戸 小学 (3)

38 田路　樹暉                    ﾀｼﾞ ｲﾂｷ                       28815 イトマン神戸 小学 (3)

39 玉野　陽大                    ﾀﾏﾉ ﾊﾙﾄ                       28815 イトマン神戸 小学 (3)

40 武田　橙真                    ﾀｹﾀﾞ ﾄｳﾏ                      28815 イトマン神戸 小学 (2)

41 貝藤　暖真                    ｶｲﾄｳ ﾊﾙﾅ                      28815 イトマン神戸 小学 (2)

42 金村優次郎                    ｶﾈﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ                   28815 イトマン神戸 小学 (1)

43 伊藤　圭吾                    ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ                      28815 イトマン神戸 小学 (1)

44 平井誠太郎                    ﾋﾗｲ ｾｲﾀﾛｳ                     28815 イトマン神戸 小学 (1)

45 清井　良寛                    ｾｲｲ ﾖｼﾋﾛ                      28815 イトマン神戸 小学 (1)

46 福井承太郎                    ﾌｸｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ                   28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

47 渡邉桜士朗                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｼﾛｳ                   28816 Ｓ・パティオ 小学 (6)

48 森岡　諒次                    ﾓﾘｵｶ ﾘｮｳｼﾞ                    28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

49 山本航太朗                    ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ                    28819 ＴＸ明石 小学 (4)

50 井上　海地                    ｲﾉｳｴ ｶｲﾁ                      28819 ＴＸ明石 小学 (4)
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51 森井　透羽                    ﾓﾘｲ ﾄﾜ                        28819 ＴＸ明石 小学 (4)

52 石井　智晴                    ｲｼｲ ﾄﾓﾊﾙ                      28819 ＴＸ明石 小学 (3)

53 福田　慎久                    ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｸ                      28819 ＴＸ明石 小学 (1)

54 武田　昇大                    ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ                     28824 コナミ西宮 小学 (5)

55 上谷　悠人                    ｶﾐﾀﾆ ﾕｳﾄ                      28824 コナミ西宮 小学 (5)

56 金丸　朝陽                    ｶﾅﾏﾙ ｱｻﾋ                      28824 コナミ西宮 小学 (2)

57 松野津栄紀                    ﾏﾂﾉ ﾂﾊﾞｷ                      28824 コナミ西宮 小学 (2)

58 青木　爽馬                    ｱｵｷ ｿｳﾏ                       28824 コナミ西宮 小学 (2)

59 宇都宮稿碧                    ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｵ                      28826 ＮＳＩパール 中学 (1)

60 森光　海吏                    ﾓﾘﾐﾂ ｶｲﾘ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

61 鵜野　暖矢                    ｳﾉ ﾊﾙﾔ                        28826 ＮＳＩパール 小学 (3)

62 谷山　秀仁                    ﾀﾆﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ                     28828 ＮＳＩ本山 中学 (1)

63 山澤　空竜                    ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ                    28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

64 西口　侑希                    ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ                     28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)

65 山本　結勝                    ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｼｮｳ                    28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

66 牧野　郁哉                    ﾏｷﾉ ｲｸﾔ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

67 川端　泰寛                    ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ                    28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

68 佐藤　碧音                    ｻﾄｳ ｱｵﾄ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

69 北風　遥馬                    ｷﾀｶｾﾞ ﾊﾙﾏ                     28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

70 植野　真優                    ｳｴﾉ ﾏﾋﾛ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

71 牧野　直哉                    ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

72 浜脇　幸佑                    ﾊﾏﾜｷ ｺｳｽｹ                     28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

73 藤本　千颯                    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾊﾔ                     28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

74 栗林　龍暉                    ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｷ                     28831 ＫＴＶ垂水 中学 (2)

75 小西　健心                    ｺﾆｼ ｹﾝｼﾝ                      28831 ＫＴＶ垂水 小学 (4)

76 大谷　恵也                    ｵｵﾀﾆ ｹｲﾔ                      28838 姫路ＳＳ 中学 (1)

77 川上　輝人                    ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (6)

78 相生　昊諒                    ｱｲｵｲ ｺｳｽｹ                     28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

79 寺田　颯和                    ﾃﾗﾀﾞ ｿｳﾜ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

80 谷本　海湊                    ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾅﾄ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (4)

81 木村　真足                    ｷﾑﾗ ﾏﾀﾙ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

82 森本　陽光                    ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾙ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

83 和田　陽希                    ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

84 山田　直士                    ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

85 石山　颯人                    ｲｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

86 小林　歓多                    ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ                     28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

87 藤川　　結                    ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｲ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

88 桑田　悠成                    ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ                      28845 西脇天神池 中学 (1)

89 小川　桃吾                    ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ                     28845 西脇天神池 小学 (6)

90 竹谷　　翼                    ﾀｹﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ                     28845 西脇天神池 小学 (3)

91 蛭子　瑛人                    ｴﾋﾞｽ ｴｲﾄ                      28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

92 田中　陽大                    ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ                       28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

93 福徳　紘輔                    ﾌｸﾄｸ ｺｳｽｹ                     28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

94 淺井　凌駕                    ｱｻｲ ﾘｮｳｶﾞ                     28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

95 寺田　　湊                    ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ                      28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

96 寺田　　隼                    ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ                      28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

97 山岸　新大                    ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾗﾀ                     28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

98 寺田　　翔                    ﾃﾗﾀﾞ ｶｹﾙ                      28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

99 鶴田　亮介                    ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ                     28860 コナミ三田 小学 (6)

100 渡邊　仁揮                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｷ                     28860 コナミ三田 小学 (3)
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101 鈴木　健介                    ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ                     28860 コナミ三田 小学 (2)

102 田中　徠聖                    ﾀﾅｶ ﾗｲｷ                       28860 コナミ三田 小学 (2)

103 堀江　泰伸                    ﾎﾘｴ ﾀｲｼﾝ                      28860 コナミ三田 小学 (2)

104 坂井康士朗                    ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ                     28860 コナミ三田 小学 (2)

105 木村　海斗                    ｷﾑﾗ ｶｲﾄ                       28865 尼崎市スポ振 中学 (2)

106 阿部　真澪                    ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ                       28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

107 堀之内　聖                    ﾎﾘﾉｳﾁ ｱｷﾗ                     28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

108 堀之内　尊                    ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｹﾙ                     28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

109 松田　京真                    ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳﾏ                     28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

110 長田　凰良                    ﾅｶﾞﾀ ｵｵﾗ                      28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

111 三路　秋人                    ｻﾝｼﾞ ｱｷﾄ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

112 溝口　遼太                    ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ                   28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

113 桑畑　朋希                    ｸﾜﾊﾀ ﾄﾓｷ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (2)

114 藤井　祐丞                    ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ                     28874 イトマン三田 小学 (6)

115 福井　近良                    ﾌｸｲ ﾁｶﾗ                       28874 イトマン三田 小学 (4)

116 東田　尊陽                    ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｶｱｷﾗ                  28874 イトマン三田 小学 (3)

117 木元　俐斗                    ｷﾓﾄ ﾘﾄ                        28874 イトマン三田 小学 (3)

118 稲葉　陽人                    ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙﾄ                      28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (5)

119 谷垣　雄都                    ﾀﾆｶﾞｷ ﾕｳﾄ                     28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (5)

120 皆越　　隼                    ﾐﾅｺｼ ｼｭﾝ                      28880 イトマン西神 小学 (2)

121 藤岡　琉義                    ﾌｼﾞｵｶ ﾘｭｳｷﾞ                   28880 イトマン西神 小学 (2)

122 八橋　慶祐                    ﾔﾂﾊｼ ｹｲｽｹ                     28880 イトマン西神 小学 (2)

123 稲葉　碧志                    ｲﾅﾊﾞ ｱｵｼ                      28880 イトマン西神 小学 (1)

124 竹内　俊貴                    ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ                      28880 イトマン西神 小学 (1)

125 林　　勇希                    ﾊﾔｼ ﾕｳｷ                       28881 マック武庫川 小学 (6)

126 平田　一輝                    ﾋﾗﾀ ﾋﾄｷ                       28881 マック武庫川 小学 (2)

127 阿部　伊吹                    ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ                      28883 こうでら 小学 (6)

128 森崎　太一                    ﾓﾘｻｷ ﾀｲﾁ                      28883 こうでら 小学 (3)

129 香川　朝陽                    ｶｶﾞﾜ ｱｻﾋ                      28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

130 灘　　幸翼                    ﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ                      28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

131 小川　勇人                    ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ                      28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

132 林　　晃大                    ﾊﾔｼ ｺｳﾀ                       28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

133 髙山　朝陽                    ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾋ                      28887 マック加古川 小学 (6)

134 大西　琉叶                    ｵｵﾆｼ ﾘｭｳﾄ                     28887 マック加古川 小学 (6)

135 田村　悠葵                    ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ                       28887 マック加古川 小学 (5)

136 田村　樹葵                    ﾀﾑﾗ ｲﾂｷ                       28887 マック加古川 小学 (2)

137 岡本　圭右                    ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ                     28888 Aqスポレスト 小学 (5)

138 松本　直明                    ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｱｷ                     28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

139 谷口　拓夢                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ                     28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

140 大石　純也                    ｵｵｲｼ ﾖｼﾅﾘ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (5)

141 山田　蒼空                    ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (5)

142 金山　柊吾                    ｶﾅﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ                    28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (4)

143 西原　颯汰                    ﾆｼﾊﾗ ｿｳﾀ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (4)

144 髙橋　大成                    ﾀｶﾊｼ ﾀｲｾｲ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

145 谷口　昂夢                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾑ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

146 野口　侑生                    ﾉｸﾞﾁ ﾕｳ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

147 的場　碧斗                    ﾏﾄﾊﾞ ｱｵﾄ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (2)

148 清水　維月                    ｼﾐｽﾞ ｲﾂｷ                      28901 一宮ＳＳ 小学 (4)

149 堂東　俊介                    ﾄﾞｳﾄｳ ｼｭﾝｽｹ                   28905 ＮＳＩ青垣 小学 (5)

150 栗浦　拓海                    ｸﾘｳﾗ ﾀｸﾐ                      28914 神戸北町Vivo 中学 (1)
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男子 自由形 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

151 大和真一郎                    ﾔﾏﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ                    28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

152 下野　真輝                    ｼﾓﾉ ﾏｻｷ                       28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

153 浅井航士郎                    ｱｻｲ ｺｳｼﾛｳ                     28926 ＳＴ淡路 小学 (3)

154 田中　郁歩                    ﾀﾅｶ ｲｸﾎ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)

155 白井　大誠                    ｼﾗｲ ﾀｲｾｲ                      28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (2)

156 井上　航希                    ｲﾉｳｴ ｺｳｷ                      28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)

157 荻野真太郎                    ｵｷﾞﾉ ｼﾝﾀﾛｳ                    28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (4)

158 横山　慶太                    ﾖｺﾔﾏ ｹｲﾀ                      28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (3)

159 中井　新大                    ﾅｶｲ ｱﾗﾀ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (3)

160 髙木　柊志                    ﾀｶｷﾞ ﾄｳｼﾞ                     28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (3)

161 永野　鳳我                    ﾅｶﾞﾉ ｵｵｶﾞ                     28932 ＴＸ夙川 小学 (2)

162 谷河　知郷                    ﾀﾆｶﾞﾜ ﾁｻﾄ                     28932 ＴＸ夙川 小学 (2)
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男子 自由形 100m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 二星　優真                    ﾆﾎﾞｼ ﾕｳﾏ                      28041 望海中学 中学 (2)

2 冨田　颯晴                    ﾄﾐﾀ ｿｳﾊ                       28041 望海中学 中学 (2)

3 宮平　拓夢                    ﾐﾔﾋﾗ ﾀｸﾑ                      28208 仁川学院中学 中学 (2)

4 神澤　流風                    ｶﾐｻﾜ ﾅﾋﾞｷ                     28613 村野工業高校 高校 (2)

5 玉田賢史朗                    ﾀﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ                    28613 村野工業高校 高校 (1)

6 小島　健太                    ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ                      28613 村野工業高校 高校 (1)

7 谷森　　渓                    ﾀﾆﾓﾘ ｹｲ                       28623 仁川学院高校 高校 (1)

8 早川　誠人                    ﾊﾔｶﾜ ﾏｺﾄ                      28623 仁川学院高校 高校 (1)

9 三島　昭広                    ﾐｼﾏ ｱｷﾋﾛ                      28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

10 城村　太壱                    ｼﾞｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ                    28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

11 遠藤　　侑                    ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｽｸ                     28805 塚口ＳＳ 中学 (2)

12 薬師神日向                    ﾔｸｼｼﾞﾝ ﾋﾅﾀ                    28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

13 武田　昇大                    ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ                     28824 コナミ西宮 小学 (5)

14 金田　陽向                    ｶﾈﾀﾞ ﾋﾅﾀ                      28825 コナミ明石 小学 (4)

15 宇都宮稿碧                    ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｵ                      28826 ＮＳＩパール 中学 (1)

16 三浦　拓馬                    ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (6)

17 森光　海吏                    ﾓﾘﾐﾂ ｶｲﾘ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

18 堀　　結人                    ﾎﾘ ﾕｲﾄ                        28826 ＮＳＩパール 小学 (4)

19 山本　結勝                    ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲｼｮｳ                    28828 ＮＳＩ本山 小学 (3)

20 大川　溜世                    ｵｵｶﾜ ﾘｭｳｾｲ                    28838 姫路ＳＳ 中学 (1)

21 大谷　恵也                    ｵｵﾀﾆ ｹｲﾔ                      28838 姫路ＳＳ 中学 (1)

22 木村　真足                    ｷﾑﾗ ﾏﾀﾙ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

23 森本　陽光                    ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾙ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

24 和田　陽希                    ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

25 山田　直士                    ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

26 寺本　一翔                    ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾄ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

27 桑田　悠成                    ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ                      28845 西脇天神池 中学 (1)

28 小川　桃吾                    ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ                     28845 西脇天神池 小学 (6)

29 柴田　蓮心                    ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝｼ                      28845 西脇天神池 小学 (5)

30 蛭子　瑛人                    ｴﾋﾞｽ ｴｲﾄ                      28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

31 寺田　　湊                    ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ                      28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

32 寺田　　隼                    ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ                      28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

33 鶴田　亮介                    ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ                     28860 コナミ三田 小学 (6)

34 野口隆之介                    ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ                   28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

35 阿部　真澪                    ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ                       28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

36 松田　京真                    ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳﾏ                     28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

37 三路　秋人                    ｻﾝｼﾞ ｱｷﾄ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

38 溝口　遼太                    ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ                   28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

39 藤井　祐丞                    ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ                     28874 イトマン三田 小学 (6)

40 稲葉　陽人                    ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙﾄ                      28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (5)

41 林　　勇希                    ﾊﾔｼ ﾕｳｷ                       28881 マック武庫川 小学 (6)

42 福田　怜央                    ﾌｸﾀﾞ ﾚｵ                       28883 こうでら 高校 (1)

43 髙山　朝陽                    ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾋ                      28887 マック加古川 小学 (6)

44 大西　琉叶                    ｵｵﾆｼ ﾘｭｳﾄ                     28887 マック加古川 小学 (6)

45 早川　一穂                    ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾎ                     28887 マック加古川 小学 (5)

46 田村　悠葵                    ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ                       28887 マック加古川 小学 (5)

47 和田　優輝                    ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ                       28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

48 松本　直明                    ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｱｷ                     28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

49 谷口　拓夢                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ                     28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

50 山田　蒼空                    ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (5)
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男子 自由形 100m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

51 堂東　俊介                    ﾄﾞｳﾄｳ ｼｭﾝｽｹ                   28905 ＮＳＩ青垣 小学 (5)

52 阿久根悠貴                    ｱｸﾈ ﾕｳｷ                       28914 神戸北町Vivo 中学 (1)

53 上田　悠斗                    ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                      28924 家島ＳＣ 高校 (2)

54 北脇　基耀                    ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ                      28924 家島ＳＣ 中学 (2)

55 白井　大誠                    ｼﾗｲ ﾀｲｾｲ                      28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (2)

56 南田　真和                    ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏﾅ                      28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)

57 荻野真太郎                    ｵｷﾞﾉ ｼﾝﾀﾛｳ                    28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (4)

58 中井　新大                    ﾅｶｲ ｱﾗﾀ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (3)

59 髙木　柊志                    ﾀｶｷﾞ ﾄｳｼﾞ                     28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (3)

60 永野　鳳我                    ﾅｶﾞﾉ ｵｵｶﾞ                     28932 ＴＸ夙川 小学 (2)

61 谷河　知郷                    ﾀﾆｶﾞﾜ ﾁｻﾄ                     28932 ＴＸ夙川 小学 (2)
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男子 自由形 200m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 二星　優真                    ﾆﾎﾞｼ ﾕｳﾏ                      28041 望海中学 中学 (2)

2 泉　　翔也                    ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ                     28613 村野工業高校 高校 (2)

3 三島　昭広                    ﾐｼﾏ ｱｷﾋﾛ                      28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

4 大谷　恵也                    ｵｵﾀﾆ ｹｲﾔ                      28838 姫路ＳＳ 中学 (1)

5 鶴田　亮介                    ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ                     28860 コナミ三田 小学 (6)

6 庄司　拓真                    ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ                     28860 コナミ三田 小学 (5)

7 吉田　　櫂                    ﾖｼﾀﾞ ｶｲ                       28860 コナミ三田 小学 (5)

8 三路　秋人                    ｻﾝｼﾞ ｱｷﾄ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (6)

9 林　　勇希                    ﾊﾔｼ ﾕｳｷ                       28881 マック武庫川 小学 (6)

10 早川　一穂                    ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾎ                     28887 マック加古川 小学 (5)

11 和田　優輝                    ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ                       28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

12 田中　　維                    ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ                      28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

13 吉田琳太郎                    ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ                    28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

14 澤田　俊介                    ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ                    28901 一宮ＳＳ 小学 (5)
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男子 自由形 400m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 泉　　翔也                    ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ                     28613 村野工業高校 高校 (2)
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男子 背泳ぎ 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 増田　泰千                    ﾏｽﾀﾞ ﾀｲﾁ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

2 渡辺　知哉                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

3 谷口　悠都                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾄ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

4 永本　陽仁                    ﾅｶﾞﾓﾄ ﾊﾙﾄ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

5 岩川　直矢                    ｲﾜｶﾜ ﾅｵﾔ                      28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

6 長原　碧生                    ﾅｶﾞﾊﾗ ｱｵｲ                     28814 コナミ東加古 小学 (3)

7 三好翔太郎                    ﾐﾖｼ ｼｮｳﾀﾛｳ                    28814 コナミ東加古 小学 (3)

8 吉田　大範                    ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ                     28815 イトマン神戸 小学 (3)

9 玉野　陽大                    ﾀﾏﾉ ﾊﾙﾄ                       28815 イトマン神戸 小学 (3)

10 貝藤　暖真                    ｶｲﾄｳ ﾊﾙﾅ                      28815 イトマン神戸 小学 (2)

11 伊藤　圭吾                    ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ                      28815 イトマン神戸 小学 (1)

12 清井　良寛                    ｾｲｲ ﾖｼﾋﾛ                      28815 イトマン神戸 小学 (1)

13 渡邉桜士朗                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｼﾛｳ                   28816 Ｓ・パティオ 小学 (6)

14 石井　智晴                    ｲｼｲ ﾄﾓﾊﾙ                      28819 ＴＸ明石 小学 (3)

15 上谷　悠人                    ｶﾐﾀﾆ ﾕｳﾄ                      28824 コナミ西宮 小学 (5)

16 松野津栄紀                    ﾏﾂﾉ ﾂﾊﾞｷ                      28824 コナミ西宮 小学 (2)

17 鵜野　暖矢                    ｳﾉ ﾊﾙﾔ                        28826 ＮＳＩパール 小学 (3)

18 市野　　陸                    ｲﾁﾉ ﾘｸ                        28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

19 西口　侑希                    ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ                     28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)

20 佐藤　碧音                    ｻﾄｳ ｱｵﾄ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

21 北風　遥馬                    ｷﾀｶｾﾞ ﾊﾙﾏ                     28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

22 植野　真優                    ｳｴﾉ ﾏﾋﾛ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

23 牧野　直哉                    ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

24 藤本　千颯                    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾊﾔ                     28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

25 寺田　颯和                    ﾃﾗﾀﾞ ｿｳﾜ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

26 横山凛太朗                    ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ                    28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

27 藤川　　結                    ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｲ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

28 竹谷　　翼                    ﾀｹﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ                     28845 西脇天神池 小学 (3)

29 西村　翔眞                    ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ                     28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

30 福徳　紘輔                    ﾌｸﾄｸ ｺｳｽｹ                     28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

31 山岸　新大                    ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾗﾀ                     28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (5)

32 寺田　　翔                    ﾃﾗﾀﾞ ｶｹﾙ                      28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

33 坂井康士朗                    ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ                     28860 コナミ三田 小学 (2)

34 荒木　晴道                    ｱﾗｷ ﾊﾙﾐﾁ                      28880 イトマン西神 小学 (5)

35 竹内　俊貴                    ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ                      28880 イトマン西神 小学 (1)

36 清水　　煌                    ｼﾐｽﾞ ｺｳ                       28880 イトマン西神 幼児

37 森崎　太一                    ﾓﾘｻｷ ﾀｲﾁ                      28883 こうでら 小学 (3)

38 岡本　圭右                    ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ                     28888 Aqスポレスト 小学 (5)

39 寺本　　白                    ﾃﾗﾓﾄ ﾊｸ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

40 西村　晃仁                    ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾄ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

41 谷口　昂夢                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾑ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

42 野口　侑生                    ﾉｸﾞﾁ ﾕｳ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

43 加藤　　信                    ｶﾄｳ ｼﾝ                        28904 Ａｑ相生 中学 (3)

44 堂東　俊介                    ﾄﾞｳﾄｳ ｼｭﾝｽｹ                   28905 ＮＳＩ青垣 小学 (5)

45 本田　大和                    ﾎﾝﾀﾞ ﾔﾏﾄ                      28913 Ａｑ新宮 中学 (2)

46 南田　真和                    ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏﾅ                      28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)
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男子 背泳ぎ 100m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 藤井　亮多                    ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ                     28041 望海中学 中学 (2)

2 遠藤　　侑                    ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｽｸ                     28805 塚口ＳＳ 中学 (2)

3 市野　　陸                    ｲﾁﾉ ﾘｸ                        28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

4 西口　侑希                    ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳｷ                     28828 ＮＳＩ本山 小学 (4)

5 大川　溜世                    ｵｵｶﾜ ﾘｭｳｾｲ                    28838 姫路ＳＳ 中学 (1)

6 寺本　一翔                    ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾄ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

7 庄司　拓真                    ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ                     28860 コナミ三田 小学 (5)

8 野口稜太郎                    ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ                   28865 尼崎市スポ振 中学 (3)

9 福田　怜央                    ﾌｸﾀﾞ ﾚｵ                       28883 こうでら 高校 (1)

10 早川　一穂                    ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞﾎ                     28887 マック加古川 小学 (5)

11 和田　優輝                    ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ                       28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

12 加藤　　信                    ｶﾄｳ ｼﾝ                        28904 Ａｑ相生 中学 (3)
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男子 背泳ぎ 200m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 藤井　亮多                    ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ                     28041 望海中学 中学 (2)

2 福田　怜央                    ﾌｸﾀﾞ ﾚｵ                       28883 こうでら 高校 (1)

3 本田　大和                    ﾎﾝﾀﾞ ﾔﾏﾄ                      28913 Ａｑ新宮 中学 (2)

4 上田　悠斗                    ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                      28924 家島ＳＣ 高校 (2)
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男子 平泳ぎ 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 貴志　優翔                    ｷｼ ﾕｳﾄ                        28041 望海中学 中学 (2)

2 三島　健琉                    ﾐｼﾏ ﾀｹﾙ                       28344 県尼崎西高校 高校 (2)

3 西川　大遥                    ﾆｼｶﾜ ﾀｲﾖｳ                     28623 仁川学院高校 高校 (2)

4 児玉　英知                    ｺﾀﾞﾏ ｴｲﾁ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

5 荒本　稜太                    ｱﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

6 渡辺　知哉                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

7 谷口　悠都                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾄ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

8 永本　陽仁                    ﾅｶﾞﾓﾄ ﾊﾙﾄ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

9 角野　七仁                    ｽﾐﾉ ﾅﾅﾄ                       28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

10 岩川　直矢                    ｲﾜｶﾜ ﾅｵﾔ                      28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

11 山本　紘暖                    ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ                     28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

12 田路　樹暉                    ﾀｼﾞ ｲﾂｷ                       28815 イトマン神戸 小学 (3)

13 武田　橙真                    ﾀｹﾀﾞ ﾄｳﾏ                      28815 イトマン神戸 小学 (2)

14 平井誠太郎                    ﾋﾗｲ ｾｲﾀﾛｳ                     28815 イトマン神戸 小学 (1)

15 森岡　諒次                    ﾓﾘｵｶ ﾘｮｳｼﾞ                    28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

16 山本航太朗                    ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ                    28819 ＴＸ明石 小学 (4)

17 井上　海地                    ｲﾉｳｴ ｶｲﾁ                      28819 ＴＸ明石 小学 (4)

18 森井　透羽                    ﾓﾘｲ ﾄﾜ                        28819 ＴＸ明石 小学 (4)

19 福田　慎久                    ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｸ                      28819 ＴＸ明石 小学 (1)

20 武田　昇大                    ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ                     28824 コナミ西宮 小学 (5)

21 金丸　朝陽                    ｶﾅﾏﾙ ｱｻﾋ                      28824 コナミ西宮 小学 (2)

22 原田　波琉                    ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (4)

23 鵜野　暖矢                    ｳﾉ ﾊﾙﾔ                        28826 ＮＳＩパール 小学 (3)

24 川端　泰寛                    ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ                    28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

25 北風　遥馬                    ｷﾀｶｾﾞ ﾊﾙﾏ                     28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

26 植野　真優                    ｳｴﾉ ﾏﾋﾛ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

27 牧野　直哉                    ﾏｷﾉ ﾅｵﾔ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

28 浜脇　幸佑                    ﾊﾏﾜｷ ｺｳｽｹ                     28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

29 栗林　龍暉                    ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｷ                     28831 ＫＴＶ垂水 中学 (2)

30 野口　　元                    ﾉｸﾞﾁ ｹﾞﾝ                      28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

31 石山　颯人                    ｲｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

32 横山凛太朗                    ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ                    28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

33 西本　輝空                    ﾆｼﾓﾄ ｺｳ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

34 大志万仁秀                    ｵｵｼﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ                    28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

35 西村　翔眞                    ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾏ                     28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

36 庄司　拓真                    ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ                     28860 コナミ三田 小学 (5)

37 吉田　　櫂                    ﾖｼﾀﾞ ｶｲ                       28860 コナミ三田 小学 (5)

38 濱井　奏人                    ﾊﾏｲ ｶﾅﾄ                       28860 コナミ三田 小学 (3)

39 渡邊　仁揮                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｷ                     28860 コナミ三田 小学 (3)

40 木村　海斗                    ｷﾑﾗ ｶｲﾄ                       28865 尼崎市スポ振 中学 (2)

41 堀之内　聖                    ﾎﾘﾉｳﾁ ｱｷﾗ                     28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

42 松田　京真                    ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳﾏ                     28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

43 歳内　王太                    ｻｲｳﾁ ｵｳﾀ                      28874 イトマン三田 中学 (1)

44 東田　尊陽                    ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｶｱｷﾗ                  28874 イトマン三田 小学 (3)

45 谷垣　雄都                    ﾀﾆｶﾞｷ ﾕｳﾄ                     28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (5)

46 荒木　晴道                    ｱﾗｷ ﾊﾙﾐﾁ                      28880 イトマン西神 小学 (5)

47 皆越　　隼                    ﾐﾅｺｼ ｼｭﾝ                      28880 イトマン西神 小学 (2)

48 藤岡　琉義                    ﾌｼﾞｵｶ ﾘｭｳｷﾞ                   28880 イトマン西神 小学 (2)

49 八橋　慶祐                    ﾔﾂﾊｼ ｹｲｽｹ                     28880 イトマン西神 小学 (2)

50 平田　一輝                    ﾋﾗﾀ ﾋﾄｷ                       28881 マック武庫川 小学 (2)
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男子 平泳ぎ 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

51 香川　朝陽                    ｶｶﾞﾜ ｱｻﾋ                      28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

52 灘　　幸翼                    ﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ                      28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

53 小川　勇人                    ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ                      28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

54 林　　晃大                    ﾊﾔｼ ｺｳﾀ                       28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

55 田村　樹葵                    ﾀﾑﾗ ｲﾂｷ                       28887 マック加古川 小学 (2)

56 藤岡　　凌                    ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

57 大石　純也                    ｵｵｲｼ ﾖｼﾅﾘ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (5)

58 寺本　　白                    ﾃﾗﾓﾄ ﾊｸ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

59 髙橋　大成                    ﾀｶﾊｼ ﾀｲｾｲ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

60 野口　侑生                    ﾉｸﾞﾁ ﾕｳ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

61 下野　真輝                    ｼﾓﾉ ﾏｻｷ                       28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

62 浅井航士郎                    ｱｻｲ ｺｳｼﾛｳ                     28926 ＳＴ淡路 小学 (3)

63 白井　大翔                    ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)
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男子 平泳ぎ 100m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 宮平　拓夢                    ﾐﾔﾋﾗ ﾀｸﾑ                      28208 仁川学院中学 中学 (2)

2 荒本　稜太                    ｱﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀ                     28805 塚口ＳＳ 小学 (5)

3 山本　紘暖                    ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ                     28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

4 真田　蒼良                    ｻﾅﾀﾞ ｿﾗ                       28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

5 山本航太朗                    ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ                    28819 ＴＸ明石 小学 (4)

6 宇都宮稿碧                    ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｵ                      28826 ＮＳＩパール 中学 (1)

7 三浦　拓馬                    ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (6)

8 堀　　結人                    ﾎﾘ ﾕｲﾄ                        28826 ＮＳＩパール 小学 (4)

9 西本　輝空                    ﾆｼﾓﾄ ｺｳ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

10 大志万仁秀                    ｵｵｼﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ                    28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

11 吉田　　櫂                    ﾖｼﾀﾞ ｶｲ                       28860 コナミ三田 小学 (5)

12 木村　海斗                    ｷﾑﾗ ｶｲﾄ                       28865 尼崎市スポ振 中学 (2)

13 長田　凰良                    ﾅｶﾞﾀ ｵｵﾗ                      28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

14 歳内　王太                    ｻｲｳﾁ ｵｳﾀ                      28874 イトマン三田 中学 (1)

15 藤岡孝太郎                    ﾌｼﾞｵｶ ｺｳﾀﾛｳ                   28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

16 藤岡　　凌                    ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

17 大石　純也                    ｵｵｲｼ ﾖｼﾅﾘ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (5)

18 北脇　基耀                    ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ                      28924 家島ＳＣ 中学 (2)

19 白井　大翔                    ｼﾗｲ ﾋﾛﾄ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 高校 (1)
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男子 平泳ぎ 200m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 長田　凰良                    ﾅｶﾞﾀ ｵｵﾗ                      28867 ＧＵＮＺＥ 中学 (1)

2 藤岡孝太郎                    ﾌｼﾞｵｶ ｺｳﾀﾛｳ                   28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

3 北脇　基耀                    ｷﾀﾜｷ ｷﾖｳ                      28924 家島ＳＣ 中学 (2)
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男子 バタフライ 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 橋本　　樹                    ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ                      28344 県尼崎西高校 高校 (1)

2 児玉　英知                    ｺﾀﾞﾏ ｴｲﾁ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

3 増田　泰千                    ﾏｽﾀﾞ ﾀｲﾁ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

4 角野　七仁                    ｽﾐﾉ ﾅﾅﾄ                       28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

5 小林　海翔                    ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ                     28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

6 門野　凱斗                    ｶﾄﾞﾉ ｶｲﾄ                      28814 コナミ東加古 小学 (2)

7 金村優次郎                    ｶﾈﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ                   28815 イトマン神戸 小学 (1)

8 金田　陽向                    ｶﾈﾀﾞ ﾋﾅﾀ                      28825 コナミ明石 小学 (4)

9 森光　海吏                    ﾓﾘﾐﾂ ｶｲﾘ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

10 原田　波琉                    ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (4)

11 山澤　空竜                    ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ                    28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

12 市野　　陸                    ｲﾁﾉ ﾘｸ                        28828 ＮＳＩ本山 小学 (5)

13 浜脇　幸佑                    ﾊﾏﾜｷ ｺｳｽｹ                     28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

14 川上　輝人                    ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (6)

15 相生　昊諒                    ｱｲｵｲ ｺｳｽｹ                     28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

16 木村　真足                    ｷﾑﾗ ﾏﾀﾙ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

17 小林　歓多                    ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ                     28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

18 小川　桃吾                    ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ                     28845 西脇天神池 小学 (6)

19 柴田　蓮心                    ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝｼ                      28845 西脇天神池 小学 (5)

20 寺田　　隼                    ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾔﾄ                      28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (6)

21 濱井　奏人                    ﾊﾏｲ ｶﾅﾄ                       28860 コナミ三田 小学 (3)

22 田中　徠聖                    ﾀﾅｶ ﾗｲｷ                       28860 コナミ三田 小学 (2)

23 阿部　真澪                    ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ                       28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

24 堀之内　尊                    ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｹﾙ                     28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

25 桑畑　朋希                    ｸﾜﾊﾀ ﾄﾓｷ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (2)

26 福井　近良                    ﾌｸｲ ﾁｶﾗ                       28874 イトマン三田 小学 (4)

27 木元　俐斗                    ｷﾓﾄ ﾘﾄ                        28874 イトマン三田 小学 (3)

28 稲葉　陽人                    ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙﾄ                      28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (5)

29 阿部　伊吹                    ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ                      28883 こうでら 小学 (6)

30 髙山　朝陽                    ﾀｶﾔﾏ ｱｻﾋ                      28887 マック加古川 小学 (6)

31 岡本　圭右                    ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ                     28888 Aqスポレスト 小学 (5)

32 西村　晃仁                    ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾄ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

33 加藤　　信                    ｶﾄｳ ｼﾝ                        28904 Ａｑ相生 中学 (3)

34 栗浦　拓海                    ｸﾘｳﾗ ﾀｸﾐ                      28914 神戸北町Vivo 中学 (1)

35 山本　　慶                    ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ                       28924 家島ＳＣ 中学 (2)

36 下野　真輝                    ｼﾓﾉ ﾏｻｷ                       28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

37 浅井航士郎                    ｱｻｲ ｺｳｼﾛｳ                     28926 ＳＴ淡路 小学 (3)
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男子 バタフライ 100m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 近澤　大翔                    ﾁｶｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ                     28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

2 桝田　恭成                    ﾏｽﾀ ﾔｽﾅﾘ                      28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

3 井上　智詞                    ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ                      28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

4 真田　蒼良                    ｻﾅﾀﾞ ｿﾗ                       28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

5 西澤　陽翔                    ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅﾄ                     28874 イトマン三田 小学 (5)

6 山本　　慶                    ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ                       28924 家島ＳＣ 中学 (2)
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男子 個人メドレー 200m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 藤井　亮多                    ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ                     28041 望海中学 中学 (2)

2 桝田　恭成                    ﾏｽﾀ ﾔｽﾅﾘ                      28807 ＮＳＩ姫路 高校 (1)

3 傳谷孝太郎                    ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ                   28808 尼崎ＳＳ 中学 (2)

4 村田　龍白                    ﾑﾗﾀ ﾘｭｳｸ                      28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

5 吉田　翔星                    ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｾｲ                    28808 尼崎ＳＳ 小学 (5)

6 真田　蒼良                    ｻﾅﾀﾞ ｿﾗ                       28816 Ｓ・パティオ 中学 (2)

7 福井承太郎                    ﾌｸｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ                   28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

8 森岡　諒次                    ﾓﾘｵｶ ﾘｮｳｼﾞ                    28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

9 井上　海地                    ｲﾉｳｴ ｶｲﾁ                      28819 ＴＸ明石 小学 (4)

10 森井　透羽                    ﾓﾘｲ ﾄﾜ                        28819 ＴＸ明石 小学 (4)

11 福田　慎久                    ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｸ                      28819 ＴＸ明石 小学 (1)

12 堀　　結人                    ﾎﾘ ﾕｲﾄ                        28826 ＮＳＩパール 小学 (4)

13 山澤　空竜                    ﾔﾏｻﾞﾜ ｸﾘｭｳ                    28828 ＮＳＩ本山 小学 (6)

14 川端　泰寛                    ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ                    28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (4)

15 佐藤　碧音                    ｻﾄｳ ｱｵﾄ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (3)

16 野口　　元                    ﾉｸﾞﾁ ｹﾞﾝ                      28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

17 小西　健心                    ｺﾆｼ ｹﾝｼﾝ                      28831 ＫＴＶ垂水 小学 (4)

18 大川　溜世                    ｵｵｶﾜ ﾘｭｳｾｲ                    28838 姫路ＳＳ 中学 (1)

19 相生　昊諒                    ｱｲｵｲ ｺｳｽｹ                     28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

20 寺田　颯和                    ﾃﾗﾀﾞ ｿｳﾜ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

21 森本　陽光                    ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾙ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

22 山田　直士                    ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

23 寺本　一翔                    ﾃﾗﾓﾄ ｲｯﾄ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

24 小林　歓多                    ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ                     28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

25 大志万仁秀                    ｵｵｼﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ                    28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

26 藤川　　結                    ﾌｼﾞｶﾜ ﾕｲ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

27 桑田　悠成                    ｸﾜﾀ ﾕｳｾｲ                      28845 西脇天神池 中学 (1)

28 柴田　蓮心                    ｼﾊﾞﾀ ﾚﾝｼ                      28845 西脇天神池 小学 (5)

29 竹谷　　翼                    ﾀｹﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ                     28845 西脇天神池 小学 (3)

30 蛭子　瑛人                    ｴﾋﾞｽ ｴｲﾄ                      28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

31 寺田　　湊                    ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾅﾄ                      28849 ＪＳＳ尼宝 中学 (2)

32 寺田　　翔                    ﾃﾗﾀﾞ ｶｹﾙ                      28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

33 濱井　奏人                    ﾊﾏｲ ｶﾅﾄ                       28860 コナミ三田 小学 (3)

34 渡邊　仁揮                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｷ                     28860 コナミ三田 小学 (3)

35 田中　徠聖                    ﾀﾅｶ ﾗｲｷ                       28860 コナミ三田 小学 (2)

36 野口稜太郎                    ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ                   28865 尼崎市スポ振 中学 (3)

37 野口隆之介                    ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ                   28865 尼崎市スポ振 中学 (1)

38 阿部　伊吹                    ｱﾍﾞ ｲﾌﾞｷ                      28883 こうでら 小学 (6)

39 大西　琉叶                    ｵｵﾆｼ ﾘｭｳﾄ                     28887 マック加古川 小学 (6)

40 田村　悠葵                    ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ                       28887 マック加古川 小学 (5)

41 田村　樹葵                    ﾀﾑﾗ ｲﾂｷ                       28887 マック加古川 小学 (2)

42 藤岡孝太郎                    ﾌｼﾞｵｶ ｺｳﾀﾛｳ                   28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

43 松本　直明                    ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｱｷ                     28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

44 谷口　拓夢                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ                     28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (2)

45 藤岡　　凌                    ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

46 山田　蒼空                    ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (5)

47 金山　柊吾                    ｶﾅﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ                    28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (4)

48 西原　颯汰                    ﾆｼﾊﾗ ｿｳﾀ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (4)

49 寺本　　白                    ﾃﾗﾓﾄ ﾊｸ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

50 西村　晃仁                    ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾄ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)
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51 谷口　昂夢                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾑ                     28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

52 田中　　維                    ﾀﾅｶ ﾂﾅｸﾞ                      28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

53 吉田琳太郎                    ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ                    28901 一宮ＳＳ 小学 (6)

54 澤田　俊介                    ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ                    28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

55 清水　維月                    ｼﾐｽﾞ ｲﾂｷ                      28901 一宮ＳＳ 小学 (4)

56 上田　悠斗                    ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ                      28924 家島ＳＣ 高校 (2)

57 山本　　慶                    ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ                       28924 家島ＳＣ 中学 (2)
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1 福岡　穂香                    ﾌｸｵｶ ﾎﾉｶ                      28623 仁川学院高校 高校 (2)

2 前田侑里香                    ﾏｴﾀﾞ ﾕﾘｶ                      28623 仁川学院高校 高校 (2)

3 榊原陽奈子                    ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾅｺ                    28623 仁川学院高校 高校 (2)

4 駒田真理菜                    ｺﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ                      28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

5 髙下日菜乃                    ﾀｶｼﾀ ﾋﾅﾉ                      28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

6 辰己　爽和                    ﾀﾂﾐ ｻﾜ                        28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

7 東南　弥空                    ﾄｳﾅﾝ ﾐｿﾗ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

8 荒本　佑愛                    ｱﾗﾓﾄ ﾕｱ                       28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

9 有本　芽以                    ｱﾘﾓﾄ ﾒｲ                       28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

10 粟國　陽葵                    ｱｸﾞﾆ ﾋﾏﾘ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

11 大道　　栞                    ｵｵﾐﾁ ｼｵﾘ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

12 鎌田　　鈴                    ｶﾏﾀﾞ ｽｽﾞ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

13 植田　明奈                    ｳｴﾀﾞ ｱｷﾅ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

14 鵜川　眞子                    ｳｶﾜ ﾏｺ                        28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

15 海老納一花                    ｴﾋﾞﾅ ｲﾁｶ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

16 宮本　朱里                    ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ                      28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

17 小塩　花音                    ｺｼｵ ｶﾉﾝ                       28812 ＮＳＩ清和台 中学 (2)

18 林　　愛佳                    ﾊﾔｼ ｱｲｶ                       28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

19 原田　菜那                    ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ                       28812 ＮＳＩ清和台 小学 (6)

20 井上　夢夏                    ｲﾉｳｴ ﾕﾒｶ                      28812 ＮＳＩ清和台 小学 (6)

21 田中　友夢                    ﾀﾅｶ ﾕﾒ                        28812 ＮＳＩ清和台 小学 (5)

22 柴本　桃花                    ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ                     28814 コナミ東加古 小学 (6)

23 石躍　真悠                    ｲｼｵﾄﾞﾘ ﾏﾕ                     28815 イトマン神戸 小学 (3)

24 貴島　彩羽                    ｷｼﾞﾏ ｲﾛﾊ                      28815 イトマン神戸 小学 (3)

25 狩野　里奈                    ｶﾉｳ ﾘﾅ                        28815 イトマン神戸 小学 (2)

26 橋本　愛乃                    ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾉ                      28815 イトマン神戸 小学 (2)

27 大橋　和花                    ｵｵﾊｼ ﾜｶ                       28815 イトマン神戸 小学 (2)

28 野口　明希                    ﾉｸﾞﾁ ｱｷ                       28815 イトマン神戸 小学 (2)

29 勝　　悠涼                    ｶﾂ ﾕｳﾘ                        28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

30 中井　香菜                    ﾅｶｲ ｶﾅ                        28816 Ｓ・パティオ 小学 (4)

31 池田　杏奈                    ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ                      28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

32 追立　花音                    ｵｲﾀﾃ ｶﾉﾝ                      28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

33 田中　和歌                    ﾀﾅｶ ﾜｶ                        28816 Ｓ・パティオ 小学 (2)

34 藤岡ふたば                    ﾌｼﾞｵｶ ﾌﾀﾊﾞ                    28819 ＴＸ明石 小学 (6)

35 中村　珠空                    ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ                       28819 ＴＸ明石 小学 (3)

36 松本　佳純                    ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾐ                      28819 ＴＸ明石 小学 (2)

37 立花　桜優                    ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾕ                      28819 ＴＸ明石 小学 (2)

38 中田　結菜                    ﾅｶﾀ ﾕﾅ                        28824 コナミ西宮 小学 (5)

39 勝部　真希                    ｶﾂﾍﾞ ﾏｷ                       28824 コナミ西宮 小学 (5)

40 峯崎　桃花                    ﾐﾈｻｷ ﾓﾓｶ                      28824 コナミ西宮 小学 (5)

41 大窪　まい                    ｵｵｸﾎﾞ ﾏｲ                      28824 コナミ西宮 小学 (3)

42 川人　結菜                    ｶﾜﾋﾄ ﾕﾅ                       28824 コナミ西宮 小学 (3)

43 吉識　珠季                    ﾖｼｷ ﾀﾏｷ                       28824 コナミ西宮 小学 (2)

44 福田　　心                    ﾌｸﾀﾞ ｺｺﾛ                      28824 コナミ西宮 小学 (2)

45 岩城　もあ                    ｲﾜｷ ﾓｱ                        28824 コナミ西宮 小学 (1)

46 楠　　陽花                    ｸｽﾉｷ ﾊﾙｶ                      28824 コナミ西宮 小学 (1)

47 佐野　羽音                    ｻﾉ ﾊｵ                         28824 コナミ西宮 小学 (1)

48 山田　馨子                    ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙｺ                     28825 コナミ明石 小学 (3)

49 則包みりは                    ﾉﾘｶﾈ ﾐﾘﾊ                      28825 コナミ明石 小学 (3)

50 宮内　萌衣                    ﾐﾔｳﾁ ﾒｲ                       28825 コナミ明石 小学 (2)
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51 久保　優子                    ｸﾎﾞ ﾕｳｺ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

52 中村　仁菜                    ﾅｶﾑﾗ ﾆｲﾅ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (4)

53 原田　　歩                    ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (3)

54 北田　陽愛                    ｷﾀﾀﾞ ﾋﾅ                       28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

55 北村　果蓮                    ｷﾀﾑﾗ ｶﾚﾝ                      28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

56 吉田　凜香 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｶ                      28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

57 濱田　彩愛                    ﾊﾏﾀﾞ ｾﾅ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

58 吉川　真衣                    ﾖｼｶﾜ ﾏｲ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

59 久溜間　萌                    ｸﾙﾏ ﾓｴ                        28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

60 山根　瑞穂                    ﾔﾏﾈ ﾐｽﾞﾎ                      28838 姫路ＳＳ 中学 (1)

61 梅津　　陽                    ｳﾒﾂﾞ ﾊﾙ                       28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

62 隈部　　凪                    ｸﾏﾍﾞ ﾅｷﾞ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (2)

63 花畑　安那                    ﾊﾅﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ                     28843 ＪＳＳ川西 中学 (3)

64 荒木　優来                    ｱﾗｷ ﾕﾗ                        28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

65 八田みのん                    ﾊｯﾀ ﾐﾉﾝ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

66 辻　　永夏                    ﾂｼﾞ ﾊﾙｶ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

67 黒﨑　海里                    ｸﾛｻｷ ｶｲﾘ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

68 西勝　瑠香                    ｻｲｶﾂ ﾙｶ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

69 河村　祐那                    ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾅ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

70 玉村　麗花                    ﾀﾏﾑﾗ ﾚｲｶ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

71 高松　千紘                    ﾀｶﾏﾂ ﾁﾋﾛ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

72 和田　菜月                    ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

73 穂満　史帆                    ﾎﾏﾝ ｼﾎ                        28845 西脇天神池 小学 (6)

74 神澤　晴香                    ｶﾝｻﾞﾜ ﾊﾙｶ                     28845 西脇天神池 小学 (5)

75 桑田　芽依                    ｸﾜﾀ ﾒｲ                        28845 西脇天神池 小学 (4)

76 神澤　志保                    ｶﾝｻﾞﾜ ｼﾎ                      28845 西脇天神池 小学 (3)

77 宮田くるみ                    ﾐﾔﾀ ｸﾙﾐ                       28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

78 冨士原良音楽                  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾛｵﾗ                     28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

79 寺村　優那                    ﾃﾗﾑﾗ ﾕﾅ                       28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

80 松本　琉花                    ﾏﾂﾓﾄ ﾙｶ                       28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

81 田中　希帆                    ﾀﾅｶ ｷﾎ                        28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

82 朝原希乃花                    ｱｻﾊﾗ ﾉﾉｶ                      28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

83 久島　莉凰                    ｸｼﾞﾏ ﾘｵ                       28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

84 谷後　芽依                    ﾀﾆｺﾞ ﾒｲ                       28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

85 久島　萌奈                    ｸｼﾞﾏ ﾓﾅ                       28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

86 戸田　結梨                    ﾄﾀﾞ ﾕｳﾘ                       28860 コナミ三田 小学 (3)

87 高濱　南実                    ﾀｶﾊﾏ ﾐﾅﾐ                      28860 コナミ三田 小学 (2)

88 吉村　知華                    ﾖｼﾑﾗ ﾁｶ                       28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

89 松田　桃奈                    ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓﾅ                      28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

90 中川　綾姫                    ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾒ                     28865 尼崎市スポ振 小学 (2)

91 岡本　結衣                    ｵｶﾓﾄ ﾕｲ                       28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

92 竹本　芽生                    ﾀｹﾓﾄ ﾒｲ                       28866 ＳＵＮ加西 小学 (3)

93 大木　奏乃                    ｵｵｷ ｶﾉ                        28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

94 村山　小咲                    ﾑﾗﾔﾏ ﾁｻｷ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

95 上田　愛奈                    ｳｴﾀﾞ ｱｲﾅ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

96 油木　瑠香                    ｱﾌﾞﾗｷﾞ ﾙｶ                     28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

97 佐々木璃央                    ｻｻｷ ﾘｵ                        28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

98 有本　杏樹                    ｱﾘﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ                    28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

99 三路　色葉                    ｻﾝｼﾞ ｲﾛﾊ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (2)

100 小松原綾花                    ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔｶ                    28874 イトマン三田 小学 (5)
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女子 自由形 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

101 波平　夏歩                    ﾅﾐﾋﾗ ｶﾎ                       28874 イトマン三田 小学 (4)

102 三森　咲奈                    ﾐﾂﾓﾘ ｻﾅ                       28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (3)

103 多賀　知聖                    ﾀｶﾞ ﾁｻﾄ                       28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (1)

104 板東ゆあな                    ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｱﾅ                    28880 イトマン西神 小学 (5)

105 中川　　優                    ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳ                      28880 イトマン西神 小学 (3)

106 新谷　莉那                    ｼﾝﾀﾆ ﾘﾅ                       28880 イトマン西神 小学 (2)

107 長友瑚々夏                    ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｺﾅ                     28880 イトマン西神 小学 (2)

108 岩﨑　美琴                    ｲﾜｻｷ ﾐｺﾄ                      28880 イトマン西神 小学 (1)

109 深田　遥花                    ﾌｶﾀﾞ ﾊﾙｶ                      28880 イトマン西神 小学 (1)

110 松本　　彩                    ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ                       28880 イトマン西神 小学 (1)

111 大村　優菜                    ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ                      28881 マック武庫川 中学 (1)

112 岡本　麗央                    ｵｶﾓﾄ ﾘｵ                       28881 マック武庫川 小学 (6)

113 冨田　彩花                    ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ                       28881 マック武庫川 小学 (5)

114 岡本　梨沙                    ｵｶﾓﾄ ﾘｻ                       28881 マック武庫川 小学 (4)

115 沼田　清花                    ﾇﾏﾀ ｷﾖｶ                       28881 マック武庫川 小学 (4)

116 丸山　明紗                    ﾏﾙﾔﾏ ﾒｲｻ                      28881 マック武庫川 小学 (3)

117 角本　羽菜                    ｶｸﾓﾄ ﾊﾅ                       28881 マック武庫川 小学 (3)

118 髙内ひまり                    ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ                      28883 こうでら 小学 (6)

119 廣石　梨音                    ﾋﾛｲｼ ﾘﾝ                       28883 こうでら 小学 (5)

120 大﨑　葉月                    ｵｵｻｷ ﾊﾂﾞｷ                     28883 こうでら 小学 (5)

121 宮下　凜子                    ﾐﾔｼﾀ ﾘﾝｺ                      28883 こうでら 小学 (5)

122 髙内ひなの                    ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ                      28883 こうでら 小学 (5)

123 井上　愛夢                    ｲﾉｳｴ ｱﾑ                       28883 こうでら 小学 (4)

124 坂本　虹心                    ｻｶﾓﾄ ｺｺ                       28883 こうでら 小学 (4)

125 中田　貴羅                    ﾅｶﾀ ｷﾗ                        28883 こうでら 小学 (4)

126 沼田　杏菜                    ﾇﾏﾀ ｱﾝﾅ                       28883 こうでら 小学 (3)

127 岩永　彩里                    ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾔﾘ                     28883 こうでら 小学 (3)

128 神崎　乃綾                    ｶﾝｻﾞｷ ﾉｱ                      28883 こうでら 小学 (3)

129 大谷　夏美                    ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ                      28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

130 林　穂乃花                    ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ                       28886 高砂ＦＣ 中学 (1)

131 菊口　聖苗                    ｷｸｸﾞﾁ ﾋﾅ                      28886 高砂ＦＣ 小学 (6)

132 内田　紗羅                    ｳﾁﾀﾞ ｻﾗ                       28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

133 船曵　寧々                    ﾌﾅﾋﾞｷ ﾈﾈ                      28886 高砂ＦＣ 小学 (4)

134 松下　星愛                    ﾏﾂｼﾀ ｾﾗ                       28887 マック加古川 小学 (6)

135 冨士原結衣                    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ                      28887 マック加古川 小学 (3)

136 岡田　明依                    ｵｶﾀﾞ ﾒｲ                       28888 Aqスポレスト 小学 (4)

137 大野　海咲                    ｵｵﾉ ﾐｻｷ                       28888 Aqスポレスト 小学 (3)

138 平岡　莉奈                    ﾋﾗｵｶ ﾘﾅ                       28888 Aqスポレスト 小学 (2)

139 平野　美羽                    ﾋﾗﾉ ﾐｳ                        28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

140 平松　　涼                    ﾋﾗﾏﾂ ﾘｮｳ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

141 水野　実心                    ﾐｽﾞﾉ ﾐｺ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

142 笹崎　　想                    ｻｻｻﾞｷ ｿｳ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

143 田中　咲名                    ﾀﾅｶ ｻﾅ                        28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (2)

144 上川　功翔                    ｶﾐｶﾜ ｺﾄ                       28901 一宮ＳＳ 小学 (3)

145 西山　晴菜                    ﾆｼﾔﾏ ﾊﾅ                       28901 一宮ＳＳ 小学 (2)

146 横山　晴奏                    ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ                      28904 Ａｑ相生 中学 (1)

147 松原　和香                    ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾜｶ                      28904 Ａｑ相生 小学 (5)

148 稲葉　柚奈                    ｲﾅﾊﾞ ﾕﾅ                       28904 Ａｑ相生 小学 (5)

149 安原　紗來                    ﾔｽﾊﾗ ｻﾗ                       28904 Ａｑ相生 小学 (4)

150 細見湖々羽                    ﾎｿﾐ ｺｺﾊ                       28905 ＮＳＩ青垣 小学 (5)
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女子 自由形 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

151 酒井　崇音                    ｻｶｲ ﾀｶﾈ                       28913 Ａｑ新宮 小学 (5)

152 髙井　彩良                    ﾀｶｲ ｻﾗ                        28913 Ａｑ新宮 小学 (3)

153 三宅　那実                    ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ                       28914 神戸北町Vivo 小学 (6)

154 堀　柚子葉                    ﾎﾘ ﾕｽﾞﾊ                       28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

155 松下　碧莉                    ﾏﾂｼﾀ ｱｵﾘ                      28926 ＳＴ淡路 小学 (5)

156 山本　明依                    ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (3)

157 池内　莉乃                    ｲｹｳﾁ ﾘﾉ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

158 北島　瑞希                    ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ                    28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

159 横山　結衣                    ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

160 森田　千穂                    ﾓﾘﾀ ﾁﾎ                        28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

161 西本陽代里                    ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ                      28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)
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女子 自由形 100m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 秋山　愛果                    ｱｷﾔﾏ ｱｲｶ                      28623 仁川学院高校 高校 (2)

2 前田侑里香                    ﾏｴﾀﾞ ﾕﾘｶ                      28623 仁川学院高校 高校 (2)

3 榊原陽奈子                    ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾅｺ                    28623 仁川学院高校 高校 (2)

4 駒田真理菜                    ｺﾏﾀﾞ ﾏﾘﾅ                      28631 雲雀丘学園高 高校 (2)

5 山野那桜実                    ﾔﾏﾉ ﾅｵﾐ                       28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

6 髙下日菜乃                    ﾀｶｼﾀ ﾋﾅﾉ                      28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

7 小塩　花音                    ｺｼｵ ｶﾉﾝ                       28812 ＮＳＩ清和台 中学 (2)

8 林　　愛佳                    ﾊﾔｼ ｱｲｶ                       28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

9 田中　友夢                    ﾀﾅｶ ﾕﾒ                        28812 ＮＳＩ清和台 小学 (5)

10 柴本　桃花                    ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ                     28814 コナミ東加古 小学 (6)

11 林　　結萌                    ﾊﾔｼ ﾕﾒ                        28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

12 中田　結菜                    ﾅｶﾀ ﾕﾅ                        28824 コナミ西宮 小学 (5)

13 峯崎　桃花                    ﾐﾈｻｷ ﾓﾓｶ                      28824 コナミ西宮 小学 (5)

14 國森　芽咲                    ｸﾆﾓﾘ ﾒｲｻ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

15 上枝　かえ                    ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (6)

16 久保　優子                    ｸﾎﾞ ﾕｳｺ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

17 原田　　歩                    ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (3)

18 菊地　七海                    ｷｸﾁ ﾅﾅﾐ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (2)

19 森田　結香                    ﾓﾘﾀ ﾕｲｶ                       28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

20 北田　陽愛                    ｷﾀﾀﾞ ﾋﾅ                       28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

21 中所　陽依                    ﾅｶｼﾞｮ ﾋﾖﾘ                     28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

22 山根　瑞穂                    ﾔﾏﾈ ﾐｽﾞﾎ                      28838 姫路ＳＳ 中学 (1)

23 梅津　　陽                    ｳﾒﾂﾞ ﾊﾙ                       28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

24 花畑　安那                    ﾊﾅﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ                     28843 ＪＳＳ川西 中学 (3)

25 荒木　優来                    ｱﾗｷ ﾕﾗ                        28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

26 八田みのん                    ﾊｯﾀ ﾐﾉﾝ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

27 河村　祐那                    ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾅ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

28 玉村　麗花                    ﾀﾏﾑﾗ ﾚｲｶ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

29 大木　奏乃                    ｵｵｷ ｶﾉ                        28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

30 高寺　茜音                    ﾀｶﾃﾗ ｱｶﾈ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

31 小松原綾花                    ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔｶ                    28874 イトマン三田 小学 (5)

32 大村　優菜                    ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ                      28881 マック武庫川 中学 (1)

33 岡本　麗央                    ｵｶﾓﾄ ﾘｵ                       28881 マック武庫川 小学 (6)

34 冨田　彩花                    ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ                       28881 マック武庫川 小学 (5)

35 角本　羽菜                    ｶｸﾓﾄ ﾊﾅ                       28881 マック武庫川 小学 (3)

36 小川　奈々                    ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ                       28886 高砂ＦＣ 中学 (1)

37 松下　星愛                    ﾏﾂｼﾀ ｾﾗ                       28887 マック加古川 小学 (6)

38 中村　翠希                    ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ                     28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

39 細見湖々羽                    ﾎｿﾐ ｺｺﾊ                       28905 ＮＳＩ青垣 小学 (5)

40 三宅　那実                    ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ                       28914 神戸北町Vivo 小学 (6)

41 田井　千晴                    ﾀｲ ﾁﾊﾙ                        28924 家島ＳＣ 中学 (2)

42 山本　明依                    ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (3)

43 西本帆乃夏                    ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ                      28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (2)

44 池内　莉乃                    ｲｹｳﾁ ﾘﾉ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)

45 横山　結衣                    ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ                       28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

46 森田　千穂                    ﾓﾘﾀ ﾁﾎ                        28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (6)

47 西本陽代里                    ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ                      28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 小学 (5)
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女子 自由形 200m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 秋山　愛果                    ｱｷﾔﾏ ｱｲｶ                      28623 仁川学院高校 高校 (2)

2 大津　彩葉                    ｵｵﾂ ｲﾛﾊ                       28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

3 小塩　花音                    ｺｼｵ ｶﾉﾝ                       28812 ＮＳＩ清和台 中学 (2)

4 林　　愛佳                    ﾊﾔｼ ｱｲｶ                       28812 ＮＳＩ清和台 中学 (1)

5 中田　結菜                    ﾅｶﾀ ﾕﾅ                        28824 コナミ西宮 小学 (5)

6 細田ひより                    ﾎｿﾀﾞ ﾋﾖﾘ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

7 岡本　麗央                    ｵｶﾓﾄ ﾘｵ                       28881 マック武庫川 小学 (6)

8 大島江理花                    ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ                      28887 マック加古川 中学 (1)

9 中村　翠希                    ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ                     28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

10 塚本　彩音                    ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ                      28901 一宮ＳＳ 小学 (5)

11 田井　千晴                    ﾀｲ ﾁﾊﾙ                        28924 家島ＳＣ 中学 (2)

12 北島　瑞希                    ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ                    28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (1)
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女子 自由形 400m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 大島江理花                    ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ                      28887 マック加古川 中学 (1)
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女子 背泳ぎ 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 辰己　爽和                    ﾀﾂﾐ ｻﾜ                        28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

2 東南　弥空                    ﾄｳﾅﾝ ﾐｿﾗ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

3 荒本　佑愛                    ｱﾗﾓﾄ ﾕｱ                       28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

4 有本　芽以                    ｱﾘﾓﾄ ﾒｲ                       28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

5 大道　　栞                    ｵｵﾐﾁ ｼｵﾘ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

6 鎌田　　鈴                    ｶﾏﾀﾞ ｽｽﾞ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

7 植田　明奈                    ｳｴﾀﾞ ｱｷﾅ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

8 濱﨑　　蘭                    ﾊﾏｻﾞｷ ﾗﾝ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

9 海老納一花                    ｴﾋﾞﾅ ｲﾁｶ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

10 原田　菜那                    ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ                       28812 ＮＳＩ清和台 小学 (6)

11 上阪　　唯                    ｳｴｻｶ ﾕｲ                       28814 コナミ東加古 小学 (2)

12 狩野　里奈                    ｶﾉｳ ﾘﾅ                        28815 イトマン神戸 小学 (2)

13 野口　明希                    ﾉｸﾞﾁ ｱｷ                       28815 イトマン神戸 小学 (2)

14 中井　香菜                    ﾅｶｲ ｶﾅ                        28816 Ｓ・パティオ 小学 (4)

15 田中　和歌                    ﾀﾅｶ ﾜｶ                        28816 Ｓ・パティオ 小学 (2)

16 中村　珠空                    ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ                       28819 ＴＸ明石 小学 (3)

17 松本　佳純                    ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾐ                      28819 ＴＸ明石 小学 (2)

18 川人　結菜                    ｶﾜﾋﾄ ﾕﾅ                       28824 コナミ西宮 小学 (3)

19 吉識　珠季                    ﾖｼｷ ﾀﾏｷ                       28824 コナミ西宮 小学 (2)

20 上枝　かえ                    ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (6)

21 濱田　彩愛                    ﾊﾏﾀﾞ ｾﾅ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

22 吉川　真衣                    ﾖｼｶﾜ ﾏｲ                       28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

23 久溜間　萌                    ｸﾙﾏ ﾓｴ                        28831 ＫＴＶ垂水 小学 (6)

24 中所　陽依                    ﾅｶｼﾞｮ ﾋﾖﾘ                     28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

25 栗林　美緒                    ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐｵ                     28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

26 石原くるみ                    ｲｼﾊﾗ ｸﾙﾐ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

27 穂満　史帆                    ﾎﾏﾝ ｼﾎ                        28845 西脇天神池 小学 (6)

28 桑田　芽依                    ｸﾜﾀ ﾒｲ                        28845 西脇天神池 小学 (4)

29 神澤　志保                    ｶﾝｻﾞﾜ ｼﾎ                      28845 西脇天神池 小学 (3)

30 谷後　芽依                    ﾀﾆｺﾞ ﾒｲ                       28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

31 久島　萌奈                    ｸｼﾞﾏ ﾓﾅ                       28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

32 吉村　知華                    ﾖｼﾑﾗ ﾁｶ                       28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

33 松田　桃奈                    ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓﾅ                      28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

34 中川　綾姫                    ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾒ                     28865 尼崎市スポ振 小学 (2)

35 竹本　芽生                    ﾀｹﾓﾄ ﾒｲ                       28866 ＳＵＮ加西 小学 (3)

36 佐々木璃央                    ｻｻｷ ﾘｵ                        28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

37 有本　杏樹                    ｱﾘﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ                    28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

38 深澤　彩葉                    ﾌｶｻﾜ ｲﾛﾊ                      28874 イトマン三田 小学 (5)

39 三森　咲奈                    ﾐﾂﾓﾘ ｻﾅ                       28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (3)

40 多賀　知聖                    ﾀｶﾞ ﾁｻﾄ                       28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (1)

41 樗木　那奈                    ｵﾃｷ ﾅﾅ                        28880 イトマン西神 小学 (2)

42 長友瑚々夏                    ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｺﾅ                     28880 イトマン西神 小学 (2)

43 岩﨑　美琴                    ｲﾜｻｷ ﾐｺﾄ                      28880 イトマン西神 小学 (1)

44 岡本　梨沙                    ｵｶﾓﾄ ﾘｻ                       28881 マック武庫川 小学 (4)

45 丸山　明紗                    ﾏﾙﾔﾏ ﾒｲｻ                      28881 マック武庫川 小学 (3)

46 髙内ひまり                    ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ                      28883 こうでら 小学 (6)

47 廣石　梨音                    ﾋﾛｲｼ ﾘﾝ                       28883 こうでら 小学 (5)

48 宮下　凜子                    ﾐﾔｼﾀ ﾘﾝｺ                      28883 こうでら 小学 (5)

49 中田　貴羅                    ﾅｶﾀ ｷﾗ                        28883 こうでら 小学 (4)

50 岩永　彩里                    ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾔﾘ                     28883 こうでら 小学 (3)
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女子 背泳ぎ 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

51 神崎　乃綾                    ｶﾝｻﾞｷ ﾉｱ                      28883 こうでら 小学 (3)

52 林　穂乃花                    ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ                       28886 高砂ＦＣ 中学 (1)

53 菊口　聖苗                    ｷｸｸﾞﾁ ﾋﾅ                      28886 高砂ＦＣ 小学 (6)

54 冨士原結衣                    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ                      28887 マック加古川 小学 (3)

55 岡田　明依                    ｵｶﾀﾞ ﾒｲ                       28888 Aqスポレスト 小学 (4)

56 平松　　涼                    ﾋﾗﾏﾂ ﾘｮｳ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

57 水野　実心                    ﾐｽﾞﾉ ﾐｺ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

58 笹崎　　想                    ｻｻｻﾞｷ ｿｳ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

59 東垣　海朱                    ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ﾉｱ                    28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (2)

60 毛　　霖果                    ﾓｳ ﾘﾝｶ                        28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (2)

61 井貫　知空                    ｲﾇｷ ﾁｿﾗ                       28904 Ａｑ相生 中学 (3)

62 横山　晴奏                    ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ                      28904 Ａｑ相生 中学 (1)

63 細見湖々羽                    ﾎｿﾐ ｺｺﾊ                       28905 ＮＳＩ青垣 小学 (5)

64 中川　和奏                    ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｶ                     28913 Ａｑ新宮 中学 (1)

65 髙井　玲実                    ﾀｶｲ ﾚﾐ                        28913 Ａｑ新宮 小学 (5)

66 阪本実菜碧                    ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ                      28914 神戸北町Vivo 小学 (3)

67 堀　柚子葉                    ﾎﾘ ﾕｽﾞﾊ                       28926 ＳＴ淡路 小学 (5)
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女子 背泳ぎ 100m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 野沢井ひな                    ﾉｻﾞﾜｲ ﾋﾅ                      28631 雲雀丘学園高 高校 (1)

2 大津　彩葉                    ｵｵﾂ ｲﾛﾊ                       28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

3 上枝　かえ                    ｳｴｴﾀﾞ ｶｴ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (6)

4 原田　　歩                    ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (3)

5 中林　愛子                    ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ                    28828 ＮＳＩ本山 中学 (2)

6 鈴木　心彩                    ｽｽﾞｷ ｺｺｱ                      28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

7 石原くるみ                    ｲｼﾊﾗ ｸﾙﾐ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

8 辻　　永夏                    ﾂｼﾞ ﾊﾙｶ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

9 和田　菜月                    ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

10 深澤　彩葉                    ﾌｶｻﾜ ｲﾛﾊ                      28874 イトマン三田 小学 (5)

11 塚本　彩音                    ﾂｶﾓﾄ ｱﾔﾈ                      28901 一宮ＳＳ 小学 (5)
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女子 背泳ぎ 200m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 野沢井ひな                    ﾉｻﾞﾜｲ ﾋﾅ                      28631 雲雀丘学園高 高校 (1)
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女子 平泳ぎ 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 東南　弥空                    ﾄｳﾅﾝ ﾐｿﾗ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

2 濱﨑　　蘭                    ﾊﾏｻﾞｷ ﾗﾝ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

3 鵜川　眞子                    ｳｶﾜ ﾏｺ                        28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

4 井上　夢夏                    ｲﾉｳｴ ﾕﾒｶ                      28812 ＮＳＩ清和台 小学 (6)

5 池田　杏奈                    ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ                      28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

6 藤岡いろは                    ﾌｼﾞｵｶ ｲﾛﾊ                     28819 ＴＸ明石 小学 (4)

7 中村　珠空                    ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ                       28819 ＴＸ明石 小学 (3)

8 立花　桜優                    ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾕ                      28819 ＴＸ明石 小学 (2)

9 勝部　真希                    ｶﾂﾍﾞ ﾏｷ                       28824 コナミ西宮 小学 (5)

10 宮内　萌衣                    ﾐﾔｳﾁ ﾒｲ                       28825 コナミ明石 小学 (2)

11 竹下　実祈                    ﾀｹｼﾀ ﾐﾉﾘ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

12 中村　仁菜                    ﾅｶﾑﾗ ﾆｲﾅ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (4)

13 森田　結香                    ﾓﾘﾀ ﾕｲｶ                       28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

14 寺田　伽羅                    ﾃﾗﾀﾞ ｷｬﾗ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (3)

15 隈部　　凪                    ｸﾏﾍﾞ ﾅｷﾞ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (2)

16 細田ひより                    ﾎｿﾀﾞ ﾋﾖﾘ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

17 西勝　瑠香                    ｻｲｶﾂ ﾙｶ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

18 重田明日奏                    ｼｹﾞﾀ ｱｽｶ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

19 玉村　麗花                    ﾀﾏﾑﾗ ﾚｲｶ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

20 大塚　　直                    ｵｵﾂｶ ﾅｵ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

21 神澤　晴香                    ｶﾝｻﾞﾜ ﾊﾙｶ                     28845 西脇天神池 小学 (5)

22 宮田くるみ                    ﾐﾔﾀ ｸﾙﾐ                       28848 ＳＵＮ姫路 小学 (5)

23 冨士原良音楽                  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾛｵﾗ                     28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

24 田中　希帆                    ﾀﾅｶ ｷﾎ                        28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

25 朝原希乃花                    ｱｻﾊﾗ ﾉﾉｶ                      28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

26 久島　莉凰                    ｸｼﾞﾏ ﾘｵ                       28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

27 谷後　芽依                    ﾀﾆｺﾞ ﾒｲ                       28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

28 久島　萌奈                    ｸｼﾞﾏ ﾓﾅ                       28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (2)

29 高濱　南実                    ﾀｶﾊﾏ ﾐﾅﾐ                      28860 コナミ三田 小学 (2)

30 岡本　結衣                    ｵｶﾓﾄ ﾕｲ                       28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

31 竹本　芽生                    ﾀｹﾓﾄ ﾒｲ                       28866 ＳＵＮ加西 小学 (3)

32 高寺　茜音                    ﾀｶﾃﾗ ｱｶﾈ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

33 上田　愛奈                    ｳｴﾀﾞ ｱｲﾅ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

34 田中ゆめか                    ﾀﾅｶ ﾕﾒｶ                       28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

35 波平　夏歩                    ﾅﾐﾋﾗ ｶﾎ                       28874 イトマン三田 小学 (4)

36 長友瑚々夏                    ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｺﾅ                     28880 イトマン西神 小学 (2)

37 宮下　凜子                    ﾐﾔｼﾀ ﾘﾝｺ                      28883 こうでら 小学 (5)

38 中田　貴羅                    ﾅｶﾀ ｷﾗ                        28883 こうでら 小学 (4)

39 沼田　杏菜                    ﾇﾏﾀ ｱﾝﾅ                       28883 こうでら 小学 (3)

40 内田　紗羅                    ｳﾁﾀﾞ ｻﾗ                       28886 高砂ＦＣ 小学 (5)

41 大野　海咲                    ｵｵﾉ ﾐｻｷ                       28888 Aqスポレスト 小学 (3)

42 平岡　莉奈                    ﾋﾗｵｶ ﾘﾅ                       28888 Aqスポレスト 小学 (2)

43 平野　美羽                    ﾋﾗﾉ ﾐｳ                        28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

44 水野　実心                    ﾐｽﾞﾉ ﾐｺ                       28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

45 東垣　海朱                    ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ﾉｱ                    28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (2)

46 毛　　霖果                    ﾓｳ ﾘﾝｶ                        28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (2)

47 横山　晴奏                    ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ                      28904 Ａｑ相生 中学 (1)

48 稲葉　柚奈                    ｲﾅﾊﾞ ﾕﾅ                       28904 Ａｑ相生 小学 (5)

49 安原　紗來                    ﾔｽﾊﾗ ｻﾗ                       28904 Ａｑ相生 小学 (4)

50 中川　和奏                    ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｶ                     28913 Ａｑ新宮 中学 (1)
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女子 平泳ぎ 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

51 髙井　玲実                    ﾀｶｲ ﾚﾐ                        28913 Ａｑ新宮 小学 (5)

52 酒井　崇音                    ｻｶｲ ﾀｶﾈ                       28913 Ａｑ新宮 小学 (5)

53 髙井　彩良                    ﾀｶｲ ｻﾗ                        28913 Ａｑ新宮 小学 (3)

54 上田　夏愛                    ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ                      28924 家島ＳＣ 小学 (6)
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女子 平泳ぎ 100m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 寺口　仁琴                    ﾃﾗｸﾞﾁ ﾆｺ                      28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

2 中村　仁菜                    ﾅｶﾑﾗ ﾆｲﾅ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (4)

3 寺田　伽羅                    ﾃﾗﾀﾞ ｷｬﾗ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (3)

4 細田ひより                    ﾎｿﾀﾞ ﾋﾖﾘ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (6)

5 重田明日奏                    ｼｹﾞﾀ ｱｽｶ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

6 大塚　　直                    ｵｵﾂｶ ﾅｵ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

7 久島　莉凰                    ｸｼﾞﾏ ﾘｵ                       28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

8 波平　夏歩                    ﾅﾐﾋﾗ ｶﾎ                       28874 イトマン三田 小学 (4)

9 金山　結美                    ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾐ                      28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (3)

10 上田　夏愛                    ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ                      28924 家島ＳＣ 小学 (6)
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女子 平泳ぎ 200m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 寺口　仁琴                    ﾃﾗｸﾞﾁ ﾆｺ                      28807 ＮＳＩ姫路 中学 (1)

2 金山　結美                    ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾐ                      28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (3)
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女子 バタフライ 50m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 福岡　穂香                    ﾌｸｵｶ ﾎﾉｶ                      28623 仁川学院高校 高校 (2)

2 辰己　爽和                    ﾀﾂﾐ ｻﾜ                        28805 塚口ＳＳ 小学 (6)

3 荒本　佑愛                    ｱﾗﾓﾄ ﾕｱ                       28805 塚口ＳＳ 小学 (4)

4 有本　芽以                    ｱﾘﾓﾄ ﾒｲ                       28805 塚口ＳＳ 小学 (3)

5 鎌田　　鈴                    ｶﾏﾀﾞ ｽｽﾞ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

6 植田　明奈                    ｳｴﾀﾞ ｱｷﾅ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

7 濱﨑　　蘭                    ﾊﾏｻﾞｷ ﾗﾝ                      28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

8 鵜川　眞子                    ｳｶﾜ ﾏｺ                        28805 塚口ＳＳ 小学 (2)

9 田中　友夢                    ﾀﾅｶ ﾕﾒ                        28812 ＮＳＩ清和台 小学 (5)

10 上阪　　唯                    ｳｴｻｶ ﾕｲ                       28814 コナミ東加古 小学 (2)

11 中田　小雪                    ﾅｶﾀ ｺﾕｷ                       28815 イトマン神戸 中学 (2)

12 江口　陽菜                    ｴｸﾞﾁ ﾋﾅ                       28815 イトマン神戸 中学 (1)

13 貴島　彩羽                    ｷｼﾞﾏ ｲﾛﾊ                      28815 イトマン神戸 小学 (3)

14 橋本　愛乃                    ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾉ                      28815 イトマン神戸 小学 (2)

15 林　　結萌                    ﾊﾔｼ ﾕﾒ                        28816 Ｓ・パティオ 中学 (1)

16 勝　　悠涼                    ｶﾂ ﾕｳﾘ                        28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

17 追立　花音                    ｵｲﾀﾃ ｶﾉﾝ                      28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

18 勝部　真希                    ｶﾂﾍﾞ ﾏｷ                       28824 コナミ西宮 小学 (5)

19 峯崎　桃花                    ﾐﾈｻｷ ﾓﾓｶ                      28824 コナミ西宮 小学 (5)

20 川人　結菜                    ｶﾜﾋﾄ ﾕﾅ                       28824 コナミ西宮 小学 (3)

21 山田　馨子                    ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙｺ                     28825 コナミ明石 小学 (3)

22 則包みりは                    ﾉﾘｶﾈ ﾐﾘﾊ                      28825 コナミ明石 小学 (3)

23 國森　芽咲                    ｸﾆﾓﾘ ﾒｲｻ                      28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

24 菊地　七海                    ｷｸﾁ ﾅﾅﾐ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (2)

25 中所　陽依                    ﾅｶｼﾞｮ ﾋﾖﾘ                     28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

26 栗林　美緒                    ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐｵ                     28831 ＫＴＶ垂水 小学 (5)

27 鈴木　心彩                    ｽｽﾞｷ ｺｺｱ                      28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

28 石原くるみ                    ｲｼﾊﾗ ｸﾙﾐ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (5)

29 黒﨑　海里                    ｸﾛｻｷ ｶｲﾘ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

30 河村　祐那                    ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾅ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

31 冨士原良音楽                  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾛｵﾗ                     28848 ＳＵＮ姫路 小学 (4)

32 戸田　結梨                    ﾄﾀﾞ ﾕｳﾘ                       28860 コナミ三田 小学 (3)

33 吉村　知華                    ﾖｼﾑﾗ ﾁｶ                       28865 尼崎市スポ振 小学 (5)

34 松田　桃奈                    ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓﾅ                      28865 尼崎市スポ振 小学 (4)

35 中川　綾姫                    ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾒ                     28865 尼崎市スポ振 小学 (2)

36 大木　奏乃                    ｵｵｷ ｶﾉ                        28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (5)

37 高寺　茜音                    ﾀｶﾃﾗ ｱｶﾈ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (4)

38 上田　愛奈                    ｳｴﾀﾞ ｱｲﾅ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

39 田中ゆめか                    ﾀﾅｶ ﾕﾒｶ                       28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

40 油木　瑠香                    ｱﾌﾞﾗｷﾞ ﾙｶ                     28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (3)

41 三路　色葉                    ｻﾝｼﾞ ｲﾛﾊ                      28867 ＧＵＮＺＥ 小学 (2)

42 飯田　佳蓮                    ｲｲﾀﾞ ｶﾚﾝ                      28874 イトマン三田 小学 (5)

43 板東ゆあな                    ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｱﾅ                    28880 イトマン西神 小学 (5)

44 中川　　優                    ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳ                      28880 イトマン西神 小学 (3)

45 新谷　莉那                    ｼﾝﾀﾆ ﾘﾅ                       28880 イトマン西神 小学 (2)

46 岩﨑　美琴                    ｲﾜｻｷ ﾐｺﾄ                      28880 イトマン西神 小学 (1)

47 松本　　彩                    ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ                       28880 イトマン西神 小学 (1)

48 大村　優菜                    ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ                      28881 マック武庫川 中学 (1)

49 岡本　梨沙                    ｵｶﾓﾄ ﾘｻ                       28881 マック武庫川 小学 (4)

50 角本　羽菜                    ｶｸﾓﾄ ﾊﾅ                       28881 マック武庫川 小学 (3)
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51 廣石　梨音                    ﾋﾛｲｼ ﾘﾝ                       28883 こうでら 小学 (5)

52 大﨑　葉月                    ｵｵｻｷ ﾊﾂﾞｷ                     28883 こうでら 小学 (5)

53 髙内ひなの                    ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ                      28883 こうでら 小学 (5)

54 井上　愛夢                    ｲﾉｳｴ ｱﾑ                       28883 こうでら 小学 (4)

55 小川　奈々                    ｵｶﾞﾜ ﾅﾅ                       28886 高砂ＦＣ 中学 (1)

56 船曵　寧々                    ﾌﾅﾋﾞｷ ﾈﾈ                      28886 高砂ＦＣ 小学 (4)

57 冨士原結衣                    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ                      28887 マック加古川 小学 (3)

58 岡田　明依                    ｵｶﾀﾞ ﾒｲ                       28888 Aqスポレスト 小学 (4)

59 大野　海咲                    ｵｵﾉ ﾐｻｷ                       28888 Aqスポレスト 小学 (3)

60 平岡　莉奈                    ﾋﾗｵｶ ﾘﾅ                       28888 Aqスポレスト 小学 (2)

61 笹崎　　想                    ｻｻｻﾞｷ ｿｳ                      28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (3)

62 東垣　海朱                    ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ﾉｱ                    28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (2)

63 井貫　知空                    ｲﾇｷ ﾁｿﾗ                       28904 Ａｑ相生 中学 (3)

64 三宅　那実                    ﾐﾔｹ ﾅﾁｶ                       28914 神戸北町Vivo 小学 (6)

65 阪本実菜碧                    ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ                      28914 神戸北町Vivo 小学 (3)

66 西本帆乃夏                    ﾆｼﾓﾄ ﾎﾉｶ                      28931 Ｂ＆Ｇ猪名川 中学 (2)

2021/10/14 6:14 36/39 ページ



女子 バタフライ 100m 第1回［2021年度］兵庫県秋季公式記録会(1級～5級)

人数: 氏名: カナ: 所属: 学校:

1 吉田　菖乃                    ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ                      28808 尼崎ＳＳ 中学 (1)

2 中田　小雪                    ﾅｶﾀ ｺﾕｷ                       28815 イトマン神戸 中学 (2)

3 飯田　佳蓮                    ｲｲﾀﾞ ｶﾚﾝ                      28874 イトマン三田 小学 (5)

4 大谷　夏美                    ｵｵﾀﾆ ﾅﾂﾐ                      28886 高砂ＦＣ 中学 (2)

5 大島江理花                    ｵｵｼﾏ ｴﾘｶ                      28887 マック加古川 中学 (1)

6 井貫　知空                    ｲﾇｷ ﾁｿﾗ                       28904 Ａｑ相生 中学 (3)
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1 宮本　朱里                    ﾐﾔﾓﾄ ｱｶﾘ                      28807 ＮＳＩ姫路 小学 (4)

2 大津　彩葉                    ｵｵﾂ ｲﾛﾊ                       28808 尼崎ＳＳ 小学 (6)

3 柴本　桃花                    ｼﾊﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ                     28814 コナミ東加古 小学 (6)

4 上阪　　唯                    ｳｴｻｶ ﾕｲ                       28814 コナミ東加古 小学 (2)

5 江口　陽菜                    ｴｸﾞﾁ ﾋﾅ                       28815 イトマン神戸 中学 (1)

6 勝　　悠涼                    ｶﾂ ﾕｳﾘ                        28816 Ｓ・パティオ 小学 (5)

7 中井　香菜                    ﾅｶｲ ｶﾅ                        28816 Ｓ・パティオ 小学 (4)

8 池田　杏奈                    ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ                      28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

9 追立　花音                    ｵｲﾀﾃ ｶﾉﾝ                      28816 Ｓ・パティオ 小学 (3)

10 田中　和歌                    ﾀﾅｶ ﾜｶ                        28816 Ｓ・パティオ 小学 (2)

11 藤岡ふたば                    ﾌｼﾞｵｶ ﾌﾀﾊﾞ                    28819 ＴＸ明石 小学 (6)

12 藤岡いろは                    ﾌｼﾞｵｶ ｲﾛﾊ                     28819 ＴＸ明石 小学 (4)

13 立花　桜優                    ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾕ                      28819 ＴＸ明石 小学 (2)

14 久保　優子                    ｸﾎﾞ ﾕｳｺ                       28826 ＮＳＩパール 小学 (5)

15 中林　愛子                    ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｲｺ                    28828 ＮＳＩ本山 中学 (2)

16 北田　陽愛                    ｷﾀﾀﾞ ﾋﾅ                       28829 ＪＳＳ宝塚 中学 (1)

17 吉田　凜香 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝｶ                      28829 ＪＳＳ宝塚 小学 (2)

18 山根　瑞穂                    ﾔﾏﾈ ﾐｽﾞﾎ                      28838 姫路ＳＳ 中学 (1)

19 梅津　　陽                    ｳﾒﾂﾞ ﾊﾙ                       28838 姫路ＳＳ 小学 (5)

20 寺田　伽羅                    ﾃﾗﾀﾞ ｷｬﾗ                      28838 姫路ＳＳ 小学 (3)

21 花畑　安那                    ﾊﾅﾊﾞﾀ ｱﾝﾅ                     28843 ＪＳＳ川西 中学 (3)

22 鈴木　心彩                    ｽｽﾞｷ ｺｺｱ                      28843 ＪＳＳ川西 中学 (1)

23 八田みのん                    ﾊｯﾀ ﾐﾉﾝ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

24 辻　　永夏                    ﾂｼﾞ ﾊﾙｶ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

25 黒﨑　海里                    ｸﾛｻｷ ｶｲﾘ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (4)

26 西勝　瑠香                    ｻｲｶﾂ ﾙｶ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

27 重田明日奏                    ｼｹﾞﾀ ｱｽｶ                      28843 ＪＳＳ川西 小学 (3)

28 和田　菜月                    ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

29 大塚　　直                    ｵｵﾂｶ ﾅｵ                       28843 ＪＳＳ川西 小学 (2)

30 穂満　史帆                    ﾎﾏﾝ ｼﾎ                        28845 西脇天神池 小学 (6)

31 神澤　晴香                    ｶﾝｻﾞﾜ ﾊﾙｶ                     28845 西脇天神池 小学 (5)

32 桑田　芽依                    ｸﾜﾀ ﾒｲ                        28845 西脇天神池 小学 (4)

33 神澤　志保                    ｶﾝｻﾞﾜ ｼﾎ                      28845 西脇天神池 小学 (3)

34 松本　琉花                    ﾏﾂﾓﾄ ﾙｶ                       28848 ＳＵＮ姫路 小学 (3)

35 朝原希乃花                    ｱｻﾊﾗ ﾉﾉｶ                      28849 ＪＳＳ尼宝 小学 (4)

36 戸田　結梨                    ﾄﾀﾞ ﾕｳﾘ                       28860 コナミ三田 小学 (3)

37 岡本　結衣                    ｵｶﾓﾄ ﾕｲ                       28866 ＳＵＮ加西 小学 (5)

38 三森　咲奈                    ﾐﾂﾓﾘ ｻﾅ                       28876 ＮＳＩ豊岡 小学 (3)

39 板東ゆあな                    ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｱﾅ                    28880 イトマン西神 小学 (5)

40 中川　　優                    ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳ                      28880 イトマン西神 小学 (3)

41 冨田　彩花                    ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ                       28881 マック武庫川 小学 (5)

42 髙内ひまり                    ﾀｶｳﾁ ﾋﾏﾘ                      28883 こうでら 小学 (6)

43 大﨑　葉月                    ｵｵｻｷ ﾊﾂﾞｷ                     28883 こうでら 小学 (5)

44 髙内ひなの                    ﾀｶｳﾁ ﾋﾅﾉ                      28883 こうでら 小学 (5)

45 井上　愛夢                    ｲﾉｳｴ ｱﾑ                       28883 こうでら 小学 (4)

46 坂本　虹心                    ｻｶﾓﾄ ｺｺ                       28883 こうでら 小学 (4)

47 松下　星愛                    ﾏﾂｼﾀ ｾﾗ                       28887 マック加古川 小学 (6)

48 金山　結美                    ｶﾅﾔﾏ ﾕｳﾐ                      28899 ＪＳＳ北神戸 中学 (3)

49 平野　美羽                    ﾋﾗﾉ ﾐｳ                        28899 ＪＳＳ北神戸 小学 (6)

50 上川　功翔                    ｶﾐｶﾜ ｺﾄ                       28901 一宮ＳＳ 小学 (3)
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51 西山　晴菜                    ﾆｼﾔﾏ ﾊﾅ                       28901 一宮ＳＳ 小学 (2)

52 田井　千晴                    ﾀｲ ﾁﾊﾙ                        28924 家島ＳＣ 中学 (2)

53 上田　夏愛                    ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾒ                      28924 家島ＳＣ 小学 (6)

54 坂本　そら                    ｻｶﾓﾄ ｿﾗ                       28924 家島ＳＣ 小学 (4)
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