
登録団体別申込種目一覧表 ［2021年度］兵庫県JOﾁｬﾚﾝｼﾞ春季短水路記録会 兼 日本選手権ﾁｬﾚﾝｼﾞ短水路記録会

明石清水高校
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 石田　実蕗                    ｲｼﾀﾞ ﾐﾌﾞｷ                     高校 (3) 女子 自由形 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

市立尼崎高校
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 山田　海斗                    ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ                      高校 (3) 男子 個人メドレー 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 吉岡亜矢都                    ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ                      高校 (3) 男子 自由形 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 バタフライ 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

関西学院高等
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 岡本　稜久                    ｵｶﾓﾄ ﾘｸ                       高校 (3) 男子 自由形 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 伊藤　寛記                    ｲﾄｳ ﾋﾛｷ                       高校 (3) 男子 自由形 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 自由形 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

須磨学園高校
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 菅野　広大                    ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ                    高校 (2) 男子 個人メドレー 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 小峯　輝羅                    ｺﾐﾈ ｷﾗ                        高校 (2) 男子 個人メドレー 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 個人メドレー 400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

4 松村　駿佑                    ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ                    高校 (1) 男子 自由形 50m 15･16才

5 栗原　悠里                    ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ                      高校 (1) 男子 平泳ぎ 50m 15･16才

6 平泳ぎ 100m 15･16才

7 辻森　魁人                    ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ                     高校 (1) 男子 自由形 200m 15･16才

8 立山　心菜                    ﾀﾁﾔﾏ ｺｺﾅ                      高校 (2) 女子 平泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

9 樋口　実紅                    ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ                       高校 (1) 女子 背泳ぎ 100m 15･16才

10 阿部　　悠                    ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                       高校 (1) 女子 個人メドレー 400m 15･16才

イトマン川西
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 坂原　楓芽                    ｻｶﾊﾗ ﾌｳｶﾞ                     小学 (6) 男子 自由形 50m 12才

2 黒木　優愛                    ｸﾛｷ ﾕｳｱ                       高校 (1) 女子 個人メドレー 200m 15･16才
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塚口ＳＳ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 戸上　光助                    ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ                     高校 (2) 男子 自由形 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 小川　大貴                    ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                      高校 (2) 男子 平泳ぎ 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 吉田　貴範                    ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ                     高校 (1) 男子 自由形 400m 15･16才

4 今井　奏良                    ｲﾏｲ ｿﾗ                        高校 (1) 男子 自由形 200m 15･16才

5 端　　凌志                    ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ                      中学 (2) 男子 バタフライ 200m 14才

6 中川　陽喜                    ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ                     中学 (2) 男子 自由形 100m 14才

7 西村　　零                    ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ                       中学 (1) 男子 平泳ぎ 200m 13才

8 個人メドレー 400m 13才

9 福井　寛人                    ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ                       中学 (1) 男子 自由形 200m 13才

10 バタフライ 200m 13才

11 西河　輝恭                    ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ                     小学 (6) 男子 バタフライ 100m 12才

12 木本　怜良                    ｷﾓﾄ ﾚｵ                        小学 (6) 男子 自由形 100m 12才

13 自由形 200m 12才

14 疋谷　礼穏                    ﾋｷﾀﾆ ﾚｵﾝ                      小学 (3) 男子 バタフライ 50m 9才以下

15 細井　竜弥                    ﾎｿｲ ﾀﾂﾔ                       小学 (3) 男子 個人メドレー 200m 9才以下

16 小阪　愛音                    ｺｻｶ ｱﾏﾈ                       高校 (3) 女子 平泳ぎ 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

17 岡部　仁胡                    ｵｶﾍﾞ ﾆｺ                       高校 (2) 女子 バタフライ 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

18 バタフライ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

19 西河　輝峰                    ﾆｼｶﾜ ｷﾎ                       高校 (2) 女子 背泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

20 小坂田　愛                    ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ                      高校 (1) 女子 平泳ぎ 100m 15･16才

21 平泳ぎ 200m 15･16才

22 前田　夏風                    ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ                      高校 (1) 女子 バタフライ 100m 15･16才

23 中野　陽菜                    ﾅｶﾉ ﾋﾅ                        高校 (1) 女子 個人メドレー 200m 15･16才

24 諸角満里亜                    ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ                     中学 (1) 女子 背泳ぎ 200m 13才

25 川田　莉菜                    ｶﾜﾀ ﾘﾅ                        小学 (3) 女子 自由形 50m 9才以下

尼崎ＳＳ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 和田晃太朗                    ﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ                      高校 (1) 男子 平泳ぎ 200m 15･16才

2 個人メドレー 200m 15･16才

3 大宇根和寿                    ｵｵｳﾈ ｶｽﾞﾄｼ                    中学 (3) 男子 バタフライ 200m 15･16才

ＪＳＳ三木
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 菅野　陽日                    ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ                      中学 (3) 男子 平泳ぎ 100m 15･16才

2 平泳ぎ 200m 15･16才

3 谷口　花丸                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅﾏﾙ                    中学 (1) 男子 バタフライ 100m 13才

4 バタフライ 200m 13才

5 鎌田　　輝                    ｶﾏﾀ ﾋｶﾙ                       中学 (1) 男子 自由形 50m 13才

6 粂田　一平                    ｸﾒﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ                    小学 (4) 男子 自由形 50m 10才

7 山口　颯太                    ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ                     小学 (3) 男子 背泳ぎ 50m 9才以下

8 宮崎いぶき                    ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ                    高校 (2) 女子 バタフライ 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

9 バタフライ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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コナミ東加古
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 松岡　健太                    ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ                      高校 (1) 男子 自由形 200m 15･16才

イトマン神戸
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

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

2 バタフライ 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 尾﨑　大翔                    ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ                      中学 (1) 男子 背泳ぎ 100m 13才

4 背泳ぎ 200m 13才

5 北嶋　尚人                    ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾄ                     中学 (1) 男子 背泳ぎ 100m 13才

6 土岐　龍雅                    ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ                      小学 (6) 男子 自由形 50m 12才

7 背泳ぎ 50m 12才

8 背泳ぎ 100m 12才

9 大野　　快                    ｵｵﾉ ｶｲ                        小学 (4) 男子 個人メドレー 200m 10才

10 森田　美友                    ﾓﾘﾀ ﾐﾕ                        高校 (2) 女子 バタフライ 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

11 中澤　　葵                    ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ                     高校 (2) 女子 背泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

12 板谷　紗瑛                    ｲﾀﾀﾆ ｻｴ                       高校 (1) 女子 自由形 200m 15･16才

13 二宮　陽凪                    ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ                       高校 (1) 女子 平泳ぎ 50m 15･16才

14 平泳ぎ 100m 15･16才

15 坂口理彩子                    ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ                     高校 (1) 女子 自由形 800m 15･16才

16 見浪　真美                    ﾐﾅﾐ ﾏﾐ                        中学 (1) 女子 背泳ぎ 100m 13才

17 背泳ぎ 200m 13才

18 狩野　紗奈                    ｶﾉｳ ｻﾅ                        小学 (6) 女子 背泳ぎ 100m 12才

19 竹原千紗葵                    ﾀｹﾊﾗ ﾁｻｷ                      小学 (5) 女子 自由形 50m 11才

Ｓ・パティオ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 泉　　結智                    ｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ                      中学 (2) 男子 自由形 100m 14才

2 井上　志吹                    ｲﾉｳｴ ｼﾌﾞｷ                     中学 (1) 男子 個人メドレー 200m 13才

3 高谷　海咲                    ﾀｶﾔ ﾐｻｷ                       大学 (2) 女子 自由形 200m 一般

4 自由形 400m 一般

ＮＳＩ西紀
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 足立瑛比古                    ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾋｺ                     小学 (4) 男子 平泳ぎ 50m 10才

2 福島　美月                    ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾞｷ                     中学 (1) 女子 バタフライ 100m 13才
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イトマン西宮
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 吉武勇太朗                    ﾖｼﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ                    高校 (3) 男子 自由形 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 自由形 400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 野村　光希                    ﾉﾑﾗ ｺｳｷ                       高校 (1) 男子 自由形 100m 15･16才

4 衛門　果穂                    ｴﾓﾝ ｶﾎ                        高校 (1) 女子 平泳ぎ 100m 15･16才

5 平泳ぎ 200m 15･16才

6 日下　結奈                    ｸｻｶ ﾕｲﾅ                       中学 (2) 女子 バタフライ 100m 14才

7 バタフライ 200m 14才

8 三宗　琴葉                    ﾐﾂﾑﾈ ｺﾄﾊ                      中学 (1) 女子 背泳ぎ 100m 13才

9 背泳ぎ 200m 13才

10 松長　麻耶                    ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾔ                      小学 (6) 女子 バタフライ 100m 12才

姫路スポーツ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 濱本　大智                    ﾊﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ                     中学 (2) 男子 自由形 400m 14才

2 個人メドレー 200m 14才

3 森　　亮仁                    ﾓﾘ ｱｷﾋﾄ                       小学 (6) 男子 自由形 100m 12才

コナミ西宮
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 重塚　　笙                    ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ                     高校 (3) 男子 平泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 清水　歩空                    ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ                     高校 (3) 男子 自由形 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 自由形 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

4 山岡　大晟                    ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ                     高校 (1) 男子 バタフライ 200m 15･16才

5 藤原　佳己                    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ                     中学 (3) 男子 自由形 200m 15･16才

6 自由形 400m 15･16才

7 吉武伸之助                    ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ                    中学 (2) 男子 背泳ぎ 100m 14才

8 背泳ぎ 200m 14才

9 鈴木　悠真                    ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ                      小学 (6) 男子 バタフライ 50m 12才

10 前川　蒼空                    ﾏｴｶﾜ ｿﾗ                       小学 (6) 男子 バタフライ 50m 12才

11 三原梨紗子                    ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ                       高校 (3) 女子 バタフライ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

12 バタフライ 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

13 浅尾萌々香                    ｱｻｵ ﾓﾓｶ                       高校 (1) 女子 自由形 100m 15･16才

14 木村　陽香                    ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ                       中学 (3) 女子 自由形 50m 15･16才

15 自由形 100m 15･16才

16 今井　陽花                    ｲﾏｲ ﾊﾙｶ                       中学 (3) 女子 平泳ぎ 50m 15･16才

17 平泳ぎ 100m 15･16才

18 名村　心里                    ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ                       中学 (1) 女子 背泳ぎ 100m 13才

19 背泳ぎ 200m 13才

20 吉武　実桜                    ﾖｼﾀｹ ﾐｵ                       小学 (4) 女子 自由形 50m 10才
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コナミ明石
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

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

2 自由形 100m 15･16才

3 背泳ぎ 100m 15･16才

4 花澤　柊太                    ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ                    中学 (3) 男子 個人メドレー 200m 15･16才

5 加門　脩平                    ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ                     中学 (2) 男子 平泳ぎ 100m 14才

6 渡邊　瑠樹                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ                    小学 (6) 男子 バタフライ 50m 12才

7 個人メドレー 200m 12才

8 渡邊　莉咲                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻｷ                     中学 (3) 女子 自由形 400m 15･16才

9 塩谷　心香                    ｼｵﾀﾆ ｺｺ                       小学 (4) 女子 自由形 50m 10才

ＮＳＩパール
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 吉田　祥次                    ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ                    小学 (6) 男子 平泳ぎ 100m 12才

2 久保　陽子                    ｸﾎﾞ ﾖｳｺ                       小学 (6) 女子 自由形 100m 12才

ＮＳＩ本山
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 中山　太賀                    ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｶﾞ                     中学 (1) 男子 自由形 50m 13才

2 自由形 100m 13才

ＪＳＳ宝塚
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 廣本　　新                    ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ                      大学 (1) 男子 平泳ぎ 100m 一般

2 平泳ぎ 200m 一般

3 大石　佳典                    ｵｵｲｼ ﾖｼﾉﾘ                     中学 (1) 男子 自由形 50m 13才

4 自由形 100m 13才

ＮＳＩ御影
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 松本波瑠馬                    ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ                      大学 (3) 男子 平泳ぎ 50m 一般

2 佐藤　来美                    ｻﾄｳ ｸﾐ                        中学 (2) 女子 自由形 50m 14才

3 自由形 100m 14才

ﾙﾈｻﾝｽ神戸
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 前田　駿太                    ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ                     高校 (3) 男子 背泳ぎ 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 片山　珠里                    ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ                     高校 (2) 女子 自由形 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 自由形 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

4 前田　叶海                    ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾐ                      小学 (6) 女子 バタフライ 50m 12才

姫路ＳＳ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 草壁　亮太                    ｸｻｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ                    高校 (2) 男子 平泳ぎ 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 平泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 萩原　　凛                    ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ                      中学 (2) 女子 自由形 100m 14才

28828

28829

28833

28835

28838

28825
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ＮＳＩ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 森田　遥大                    ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ                       高校 (3) 男子 自由形 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 自由形 400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 長島京志郎                    ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ                  高校 (3) 男子 自由形 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

4 小川　雄大                    ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾋ                      高校 (3) 男子 平泳ぎ 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

5 平泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

6 村上　汰晟                    ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ                     高校 (3) 男子 背泳ぎ 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

7 背泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

8 村上　徹平                    ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ                    中学 (3) 男子 背泳ぎ 100m 15･16才

9 背泳ぎ 200m 15･16才

10 岡原　瑛吾                    ｵｶﾊﾗ ｴｲｺﾞ                     中学 (1) 男子 個人メドレー 200m 13才

11 個人メドレー 400m 13才

12 古長みさと                    ｺﾁｮｳ ﾐｻﾄ                      高校 (3) 女子 自由形 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

13 中嶌　楓花                    ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ                     高校 (2) 女子 自由形 800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

14 井村　凪瀬                    ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ                      中学 (3) 女子 平泳ぎ 200m 15･16才

15 田村　朱里                    ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ                       中学 (3) 女子 自由形 800m 15･16才

16 西尾　柚乃                    ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ                      中学 (1) 女子 平泳ぎ 100m 13才

17 江端美月季                    ｴﾊﾞﾀ ﾐﾂﾞｷ                     小学 (6) 女子 バタフライ 50m 12才

18 バタフライ 100m 12才

19 楠井　彩乃                    ｸｽｲ ｱﾔﾉ                       小学 (6) 女子 自由形 50m 12才

ＪＳＳ尼宝
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 中村　羽来                    ﾅｶﾑﾗ ﾜｸ                       小学 (6) 男子 バタフライ 50m 12才

2 バタフライ 100m 12才

コナミ三田
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 庄司　彩花                    ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ                     高校 (1) 女子 バタフライ 100m 15･16才

2 バタフライ 200m 15･16才

3 花岡　菜海                    ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ                      中学 (2) 女子 自由形 200m 14才

4 自由形 400m 14才

5 山口　華凜                    ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ                     中学 (1) 女子 背泳ぎ 50m 13才

6 背泳ぎ 100m 13才

7 背泳ぎ 200m 13才

8 二杉　琉花                    ﾆｽｷﾞ ﾙｶ                       小学 (5) 女子 背泳ぎ 100m 11才

尼崎市スポ振
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 小縣　愛華                    ｵｶﾞﾀ ﾏﾅｶ                      高校 (3) 女子 背泳ぎ 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 背泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

ＳＵＮ加西
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

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

2 平山しおり                    ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ                      中学 (3) 女子 自由形 50m 15･16才

28849

28860
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ＪＳＳ大久保
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 原　　歩夢                    ﾊﾗ ｱﾕﾑ                        小学 (3) 男子 自由形 50m 9才以下

武庫之荘ＳＳ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 竹内　慶悟                    ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ                     高校 (1) 男子 平泳ぎ 100m 15･16才

2 個人メドレー 200m 15･16才

3 個人メドレー 400m 15･16才

4 平井　優大                    ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ                     中学 (1) 男子 バタフライ 100m 13才

5 バタフライ 200m 13才

6 小川　想楽                    ｵｶﾞﾜ ｿﾗ                       中学 (2) 女子 バタフライ 100m 13才

7 バタフライ 200m 13才

ＳＵＮ網干
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 三木　颯翔                    ﾐｷ ﾊﾔﾄ                        高校 (1) 男子 自由形 50m 15･16才

2 自由形 100m 15･16才

3 田口　和輝                    ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ                     高校 (1) 男子 平泳ぎ 100m 15･16才

4 岡本　一歩                    ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ                     中学 (1) 男子 自由形 100m 13才

5 自由形 200m 13才

6 西雄　愛莉                    ﾆｼｵ ｱｲﾘ                       高校 (1) 女子 自由形 50m 15･16才

7 バタフライ 100m 15･16才

イトマン三田
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 高石友梨香                    ﾀｶｲｼ ﾕﾘｶ                      高校 (2) 女子 平泳ぎ 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 平泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

3 平泳ぎ 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

イトマン西神
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 赤坂　太成                    ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ                     高校 (3) 男子 背泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 德網　大星                    ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ                     中学 (2) 男子 バタフライ 100m 14才

3 バタフライ 200m 14才

4 松本　遥哉                    ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾔ                      中学 (1) 男子 自由形 200m 13才

5 自由形 400m 13才

6 福井　聡悟                    ﾌｸｲ ｿｳｺﾞ                      小学 (4) 男子 バタフライ 50m 10才

7 吉田　芽生                    ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ                       高校 (2) 女子 自由形 50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

8 自由形 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

9 宮崎　若葉                    ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ                    中学 (2) 女子 自由形 50m 14才

10 個人メドレー 200m 14才

11 赤松　　蘭                    ｱｶﾏﾂ ﾗﾝ                       小学 (6) 女子 自由形 50m 12才

28872

28874

28880

28870
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こうでら
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 山本　頼知                    ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲﾁ                      高校 (1) 男子 個人メドレー 400m 15･16才

2 倉橋　初芽                    ｸﾗﾊｼ ﾊﾂﾒ                      高校 (1) 女子 自由形 400m 15･16才

マック加古川
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 武本　航志                    ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ                      高校 (2) 男子 平泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

Aqスポレスト
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 鵜島あかり                    ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ                      中学 (2) 女子 自由形 50m 14才

2 個人メドレー 200m 14才

3 今林　小夏                    ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ                    中学 (1) 女子 自由形 200m 13才

4 菖蒲池　鈴                    ｼｮｳﾌﾞｲｹ ﾘﾝ                    小学 (5) 女子 自由形 50m 11才

5 個人メドレー 200m 11才

6 永田　　蒼                    ﾅｶﾞﾀ ｱｵｲ                      小学 (4) 女子 バタフライ 50m 10才

7 個人メドレー 200m 10才

ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 長谷川陽大                    ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ                     中学 (3) 男子 自由形 50m 15･16才

2 友定　孝之                    ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ                    中学 (2) 男子 バタフライ 100m 14才

3 西山菜乃華                    ﾆｼﾔﾏ ﾅﾉﾊ                      中学 (2) 女子 自由形 100m 14才

一宮ＳＳ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 上川　馨平                    ｶﾐｶﾜ ｷｮｳﾍｲ                    小学 (6) 男子 自由形 200m 12才

2 衣笠　莉沙                    ｷﾇｶﾞｻ ﾘｻ                      小学 (6) 女子 背泳ぎ 50m 12才

3 背泳ぎ 100m 12才

Ａｑ相生
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 小林　恭也                    ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ                    中学 (2) 男子 背泳ぎ 100m 14才

2 背泳ぎ 200m 14才

3 小林　巧武                    ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ                     小学 (6) 男子 背泳ぎ 50m 12才

4 バタフライ 100m 12才

5 小林　夕馬                    ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ                     小学 (4) 男子 個人メドレー 200m 10才

ＮＳＩ青垣
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 足立　雄星                    ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｾｲ                     小学 (5) 男子 自由形 50m 11才

2 バタフライ 50m 11才

28883

28887

28888

28895
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NSI南あわじ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 村上　遥香                    ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ                      中学 (1) 女子 自由形 50m 13才

2 自由形 100m 13才

Ａｑ新宮
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 松本みのり                    ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾘ                      小学 (6) 女子 自由形 200m 12才

2 バタフライ 100m 12才

貴崎ａｓｋ
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 野田　怜穏                    ﾉﾀﾞ ﾚｵﾝ                       中学 (3) 男子 平泳ぎ 50m 15･16才

2 平泳ぎ 100m 15･16才

ｲﾄﾏﾝ西神戸
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 上根　秀斗                    ｶﾐﾈ ｼｭｳﾄ                      高校 (2) 男子 個人メドレー 200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

2 洲﨑　透真                    ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ                      高校 (1) 男子 自由形 100m 15･16才

3 自由形 200m 15･16才

4 藤澤　明輝                    ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ                     高校 (1) 男子 バタフライ 200m 15･16才

5 黒岩　徠夏                    ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ                      中学 (3) 女子 背泳ぎ 50m 15･16才

6 背泳ぎ 100m 15･16才

ＳＴ淡路
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 浅井蒼一郎                    ｱｻｲ ｿｳｲﾁﾛｳ                    小学 (5) 男子 自由形 200m 11才

2 バタフライ 50m 11才

3 川上　麻緒                    ｶﾜｶﾐ ﾏｵ                       高校 (2) 女子 平泳ぎ 100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

ＴＸ夙川
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 大塚　美咲                    ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ                      中学 (1) 女子 自由形 200m 13才

PHOENIX
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 内田　真樹                    ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ                       大学 (2) 女子 自由形 800m 一般

関西学院大学
No.: 氏名: カナ: 学校: 性別: 申込種目:

1 大谷　雄剛                    ｵｵﾀﾆ ﾕｳｺﾞｳ                    大学 (3) 男子 個人メドレー 400m 一般

2 三野　　漠                    ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ                       大学 (3) 男子 自由形 50m 一般

3 自由形 100m 一般

4 堀　　敬貴                    ﾎﾘ ｲﾂｷ                        大学 (3) 男子 個人メドレー 200m 一般

5 平井　佑典                    ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ                      大学 (3) 男子 平泳ぎ 100m 一般

6 天野　百望                    ｱﾏﾉ ﾓﾓ                        大学 (1) 女子 自由形 50m 一般

7 自由形 100m 一般

50006

28912

28913

28915

28921

28926

28932

28933
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