
第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28603
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院高等
性別: 申込種目:

平井　佑典           ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ             高校（3）1 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

矢野瑛太郎           ﾔﾉ ｴｲﾀﾛｳ             高校（2）2 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

谷口　太力           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾗ            高校（2）4 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

有友　敬亮           ｱﾘﾄﾓ ﾀｶｱｷ            高校（2）6 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）7 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

青木　敦士           ｱｵｷ ｱﾂｼ              高校（2）8 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

高校（2）9 男子 バタフライ   50m 15･16才

塩道　永悟           ｼｵﾐﾁ ｴｲｺﾞ            高校（2）10 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）11 男子 バタフライ   50m 15･16才

山形紗陽香           ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾔｶ            高校（2）12 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

川本　悠乃           ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾉ             高校（1）14 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）15 女子 個人メドレー  200m 15･16才

清水　　琳           ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ              高校（1）16 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）17 女子 自由形  200m 15･16才

馬場　ゆき           ﾊﾞﾊﾞ ﾕｷ              高校（1）18 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）19 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

松田　理沙           ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ              高校（1）20 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）21 女子 自由形  200m 15･16才

28711
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸市役所
性別: 申込種目:

竹内　悠太           ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ             一般1 男子 自由形   50m 一般

一般2 男子 自由形  100m 一般
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28801
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン川西
性別: 申込種目:

小野　幹太           ｵﾉ ｶﾝﾀ               中学（3）1 男子 個人メドレー  200m 15･16才

中学（3）2 男子 個人メドレー  400m 15･16才

西垣　太陽           ﾆｼｶﾞｷ ﾀｲﾖｳ           中学（3）3 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）4 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

小澤　大地           ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ            中学（1）5 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）6 男子 背泳ぎ  200m 13才

中学（1）7 男子 個人メドレー  200m 13才

南殿　康喜           ﾅﾝﾃﾞﾝ ｺｳｷ            小学（6）8 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）9 男子 背泳ぎ  100m 12才

坂原　千空           ｻｶﾊﾗ ﾁｿﾗ             小学（5）10 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）11 男子 平泳ぎ  100m 11才

松山　拓幹           ﾏﾂﾔﾏ ﾀｸﾐ             小学（4）12 男子 自由形   50m 10才

小学（4）13 男子 個人メドレー  200m 10才

上野　一輝           ｳｴﾉ ｶｽﾞｷ             小学（4）14 男子 自由形   50m 10才

小学（4）15 男子 背泳ぎ   50m 10才

斉藤　　悠           ｻｲﾄｳ ﾕｳ              小学（3）16 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

坂原　楓芽           ｻｶﾊﾗ ﾌｳｶﾞ            小学（3）17 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）18 男子 個人メドレー  200m 9才以下

梶田明日香           ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ             高校（3）19 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）20 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）21 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

梶田　紫夕           ｶｼﾞﾀ ｼﾕｳ             中学（3）22 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）23 女子 自由形  100m 15･16才

西山　もえ           ﾆｼﾔﾏ ﾓｴ              中学（2）24 女子 自由形   50m 13才

中学（2）25 女子 自由形  100m 13才

大本　歩花           ｵｵﾓﾄ ﾎﾉｶ             中学（1）26 女子 自由形   50m 13才

中学（1）27 女子 自由形  100m 13才

秋庭ひなた           ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ             中学（1）28 女子 自由形  100m 12才

中学（1）29 女子 自由形  200m 12才

斉藤　　舞           ｻｲﾄｳ ﾏｲ              小学（6）30 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）31 女子 平泳ぎ  100m 12才

和田　珠希           ﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ              小学（4）32 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）33 女子 個人メドレー  200m 10才

福井恵利子           ﾌｸｲ ｴﾘｺ              小学（3）34 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）35 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

鳴瀬　夏鈴           ﾅﾙｾ ｶﾘﾝ              小学（3）36 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）37 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

田中　　椛           ﾀﾅｶ ﾓﾐｼﾞ             小学（3）38 女子 バタフライ   50m 9才以下
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28805
氏名: カナ: 学校:No.:

塚口ＳＳ
性別: 申込種目:

松本　拓也           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ             大学（1）1 男子 背泳ぎ   50m 一般

大学（1）2 男子 背泳ぎ  100m 一般

大学（1）3 男子 個人メドレー  200m 一般

髙須賀　隼           ﾀｶｽｶ ﾊﾔﾄ             高校（3）4 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）5 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

田中　瑛都           ﾀﾅｶ ｴｲﾄ              高校（3）6 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）7 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）8 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

金丸　尚樹           ｶﾅﾏﾙ ﾅｵｷ             高校（2）9 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）11 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

亀田　大誠           ｶﾒﾀﾞ ﾀｲｾｲ            高校（2）12 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）13 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）14 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上口　紘平           ｳｴｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ           高校（2）15 男子 自由形  400m 15･16才

高校（2）16 男子 バタフライ  100m 15･16才

松本　　陸           ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ              高校（1）17 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）18 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）19 男子 バタフライ  100m 15･16才

八木　大輝           ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｷ             高校（1）20 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

高校（1）21 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）22 男子 個人メドレー  400m 15･16才

川越　悠河           ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ           中学（3）23 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）24 男子 自由形  100m 15･16才

鳴尾　夢月           ﾅﾙｵ ﾑﾂｷ              中学（3）25 男子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）26 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）27 男子 バタフライ  200m 15･16才

斉藤　心斗           ｻｲﾄｳ ﾊｱﾄ             中学（2）28 男子 自由形   50m 14才

中学（2）29 男子 自由形  100m 14才

中学（2）30 男子 個人メドレー  200m 14才

大迫　波瑠           ｵｵｻｺ ﾊﾙ              中学（2）31 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）32 男子 背泳ぎ  200m 14才

中学（2）33 男子 個人メドレー  200m 14才

戸上　光助           ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ            中学（2）34 男子 自由形   50m 14才

中学（2）35 男子 バタフライ  100m 14才

小川　大貴           ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ             中学（2）36 男子 自由形  100m 14才

中学（2）37 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）38 男子 個人メドレー  200m 14才

吉田　貴範           ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ            中学（1）39 男子 自由形  100m 13才

中学（1）40 男子 自由形  200m 13才

中学（1）41 男子 バタフライ  100m 13才

川本　風我           ｶﾜﾓﾄ ﾌｳｶﾞ            中学（1）42 男子 自由形   50m 13才

中学（1）43 男子 自由形  100m 13才

中学（1）44 男子 自由形  200m 13才

玉村颯一朗           ﾀﾏﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ          中学（1）45 男子 自由形  100m 13才

中学（1）46 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）47 男子 バタフライ  200m 13才

西川　呂希           ﾆｼｶﾜ ﾛｷ              中学（1）48 男子 自由形  100m 13才

中学（1）49 男子 自由形  200m 13才
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西川　呂希           ﾆｼｶﾜ ﾛｷ              中学（1）50 男子 個人メドレー  200m 13才

今井　奏良           ｲﾏｲ ｿﾗ               中学（1）51 男子 自由形   50m 13才

中学（1）52 男子 自由形  100m 13才

中学（1）53 男子 背泳ぎ  100m 13才

岡　　航聖           ｵｶ ｺｳｾｲ              中学（1）54 男子 自由形  100m 12才

中学（1）55 男子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）56 男子 背泳ぎ  100m 12才

大槻　駿斗           ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ             小学（6）57 男子 自由形   50m 12才

小学（6）58 男子 自由形  100m 12才

小学（6）59 男子 平泳ぎ   50m 12才

仁川　遥斗           ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ              小学（6）60 男子 自由形  200m 12才

小学（6）61 男子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）62 男子 バタフライ  100m 12才

大宮　詩央           ｵｵﾐﾔ ｼｵｳ             小学（6）63 男子 自由形   50m 12才

小学（6）64 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）65 男子 バタフライ  100m 12才

大迫　璃空           ｵｵｻｺ ﾘｸ              小学（6）66 男子 自由形   50m 12才

登　　飛瑛           ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ             小学（6）67 男子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）68 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）69 男子 バタフライ  100m 12才

松永　寛汰           ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾝﾀ            小学（6）70 男子 自由形  200m 12才

小学（6）71 男子 個人メドレー  200m 12才

連田　颯真           ﾚﾝﾀ ｿｳﾏ              小学（5）72 男子 自由形   50m 11才

小学（5）73 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）74 男子 背泳ぎ  100m 11才

今井　詠奏           ｲﾏｲ ｳﾀ               小学（5）75 男子 自由形   50m 11才

小学（5）76 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）77 男子 背泳ぎ  100m 11才

端　　凌志           ﾊﾀ ﾘｮｳｼﾞ             小学（5）78 男子 自由形  100m 11才

小学（5）79 男子 自由形  200m 11才

小学（5）80 男子 バタフライ   50m 11才

杉本　和真           ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ           小学（5）81 男子 自由形   50m 11才

小学（5）82 男子 自由形  100m 11才

小学（5）83 男子 個人メドレー  200m 11才

中川　陽喜           ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ            小学（5）84 男子 自由形   50m 11才

小学（5）85 男子 自由形  100m 11才

小学（5）86 男子 自由形  200m 11才

上辻　大和           ｳｴﾂｼﾞ ﾔﾏﾄ            小学（5）87 男子 自由形  200m 10才

小学（5）88 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（5）89 男子 背泳ぎ  100m 10才

大﨑　一輝           ｵｵｻｷ ｶｽﾞｷ            小学（4）90 男子 自由形   50m 10才

小学（4）91 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）92 男子 個人メドレー  200m 10才

西村　　零           ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ              小学（4）93 男子 自由形   50m 10才

小学（4）94 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）95 男子 バタフライ   50m 10才

岡部　煌輝           ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ             小学（4）96 男子 自由形   50m 10才

小学（4）97 男子 背泳ぎ  100m 10才

小学（4）98 男子 個人メドレー  200m 10才

永本　空澄           ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ            小学（4）99 男子 自由形   50m 10才

小学（4）100 男子 背泳ぎ   50m 10才
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永本　空澄           ﾅｶﾞﾓﾄ ｿﾗﾄ            小学（4）101 男子 平泳ぎ   50m 10才

髙岡　拓未           ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ             小学（4）102 男子 自由形   50m 10才

小学（4）103 男子 自由形  100m 10才

小学（4）104 男子 背泳ぎ   50m 10才

川畑　伍輝           ｶﾜﾊﾞﾀ ｲﾂｷ            小学（3）105 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）106 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）107 男子 背泳ぎ  100m 9才以下

吉田　　渉           ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ             小学（3）108 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）109 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）110 男子 バタフライ   50m 9才以下

木本　怜良           ｷﾓﾄ ﾚｵ               小学（3）111 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）112 男子 背泳ぎ  100m 9才以下

小学（3）113 男子 個人メドレー  200m 9才以下

川口　虎鉄           ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾃﾂ            小学（3）114 男子 自由形   50m 9才以下

尾田原大貴           ｵﾀﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ           小学（2）115 男子 自由形   50m 9才以下

小学（2）116 男子 バタフライ   50m 9才以下

小宮　紅葉           ｺﾐﾔ ｱｷ               大学（2）117 女子 背泳ぎ  100m 一般

大学（2）118 女子 背泳ぎ  200m 一般

大学（2）119 女子 バタフライ  100m 一般

岩崎　文音           ｲﾜｻｷ ｱﾔﾈ             高校（2）120 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）121 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）122 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北山ひより           ｷﾀﾔﾏ ﾋﾖﾘ             高校（1）123 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）124 女子 自由形  100m 15･16才

足立　理音           ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ              高校（1）125 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）126 女子 自由形  100m 15･16才

小川　桃香           ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ             高校（1）127 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）128 女子 個人メドレー  400m 15･16才

西本　　怜           ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ              高校（1）129 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）130 女子 個人メドレー  200m 15･16才

小阪　愛音           ｺｻｶ ｱﾏﾈ              中学（3）131 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）132 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）133 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

内原　心海           ｳﾁﾊﾗ ｺｺﾐ             中学（3）134 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）135 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）136 女子 個人メドレー  200m 15･16才

須波　知紗           ｽﾅﾐ ﾁｻ               中学（3）137 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）138 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）139 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

上村　聖奈           ｳｴﾑﾗ ｾﾅ              中学（3）140 女子 自由形  200m 14才

中学（3）141 女子 バタフライ  100m 14才

中学（3）142 女子 個人メドレー  200m 14才

西河　輝峰           ﾆｼｶﾜ ｷﾎ              中学（2）143 女子 バタフライ  100m 14才

中学（2）144 女子 バタフライ  200m 14才

小倉　悠愛           ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ              中学（1）145 女子 自由形   50m 13才

中学（1）146 女子 自由形  400m 13才

中学（1）147 女子 バタフライ  100m 13才

小坂田　愛           ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ             中学（1）148 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）149 女子 平泳ぎ  200m 13才

中学（1）150 女子 個人メドレー  200m 13才

上田　華蓮           ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ             中学（1）151 女子 自由形  200m 13才
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上田　華蓮           ｳｴﾀﾞ ｶﾚﾝ             中学（1）152 女子 自由形  400m 13才

中学（1）153 女子 個人メドレー  200m 13才

前田　夏風           ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ             中学（1）154 女子 自由形   50m 13才

中学（1）155 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）156 女子 バタフライ  100m 13才

中野　陽菜           ﾅｶﾉ ﾋﾅ               中学（1）157 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）158 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）159 女子 個人メドレー  400m 13才

皐月　　涼           ｻﾂｷ ｽｽﾞ              中学（1）160 女子 自由形   50m 13才

中学（1）161 女子 自由形  100m 13才

中学（1）162 女子 背泳ぎ  100m 13才

山口　美怜           ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻﾄ            小学（6）163 女子 自由形   50m 12才

小学（6）164 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）165 女子 バタフライ   50m 12才

伊藤　凜奈           ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ              小学（6）166 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）167 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）168 女子 個人メドレー  200m 12才

吉光　彩矢           ﾖｼﾐﾂ ｻﾔ              小学（6）169 女子 自由形   50m 12才

小学（6）170 女子 自由形  100m 12才

小学（6）171 女子 自由形  200m 12才

西留　杏美           ﾆｼﾄﾞﾒ ｱﾝﾐ            小学（5）172 女子 自由形   50m 11才

小学（5）173 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）174 女子 個人メドレー  200m 11才

荒本　結衣           ｱﾗﾓﾄ ﾕｲ              小学（4）175 女子 自由形   50m 10才

山口　純怜           ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐﾚ            小学（4）176 女子 自由形   50m 10才

小学（4）177 女子 自由形  100m 10才

小学（4）178 女子 個人メドレー  200m 10才

皐月　　静           ｻﾂｷ ｼｽﾞｶ             小学（4）179 女子 自由形   50m 10才

小学（4）180 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）181 女子 バタフライ   50m 10才

諸角満里亜           ﾓﾛｶﾄﾞ ﾏﾘｱ            小学（4）182 女子 自由形   50m 10才

小学（4）183 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）184 女子 背泳ぎ  100m 10才

大槻歩乃花           ｵｵﾂｷ ﾎﾉｶ             小学（4）185 女子 自由形   50m 10才

小学（4）186 女子 自由形  100m 10才

小学（4）187 女子 バタフライ   50m 10才

廣瀬　純子           ﾋﾛｾ ｼﾞｭﾝｺ            小学（3）188 女子 自由形   50m 9才以下

青野　来美           ｱｵﾉ ｸﾙﾐ              小学（3）189 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）190 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）191 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

6/52 ページ2018年12月12日 8:04:18



第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28808
氏名: カナ: 学校:No.:

尼崎ＳＳ
性別: 申込種目:

山本有希也           ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾔ             中学（3）1 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）2 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）3 男子 バタフライ  100m 15･16才

佐野　佳輝           ｻﾉ ﾖｼｷ               中学（2）4 男子 自由形  100m 14才

中学（2）5 男子 自由形  200m 14才

中学（2）6 男子 自由形  400m 14才

嶋田　将弥           ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ             中学（2）7 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）8 男子 バタフライ  100m 13才

中学（2）9 男子 個人メドレー  200m 13才

佐藤　汰一           ｻﾄｳ ﾀｲﾁ              中学（2）10 男子 自由形   50m 13才

中学（2）11 男子 自由形  100m 13才

髙柳　光希           ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ           小学（6）12 男子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）13 男子 個人メドレー  200m 12才

大宇根和寿           ｵｵｳﾈ ｶｽﾞﾄｼ           小学（6）14 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）15 男子 バタフライ  100m 12才

小学（6）16 男子 個人メドレー  200m 12才

傳谷孝太郎           ﾃﾞﾝﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ          小学（5）17 男子 自由形   50m 10才

小学（5）18 男子 自由形  100m 10才

島田　悠希           ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ             小学（4）19 男子 自由形   50m 10才

小学（4）20 男子 自由形  100m 10才

町　穣之心           ﾏﾁ ｼﾞｮｳﾉｼﾝ           小学（4）21 男子 自由形   50m 10才

小学（4）22 男子 自由形  100m 10才

小学（4）23 男子 個人メドレー  200m 10才

大園　珠菜           ｵｵｿﾞﾉ ｼﾞｭﾅ           高校（1）24 女子 自由形  400m 15･16才

橋本奈々江           ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ             中学（2）25 女子 自由形  100m 14才

中学（2）26 女子 自由形  200m 14才

中学（2）27 女子 個人メドレー  200m 14才

丹藤　舞耶           ﾀﾝﾄｳ ﾏﾔ              中学（2）28 女子 自由形   50m 14才

中学（2）29 女子 自由形  100m 14才

飛鷹　美来           ﾋﾀﾞｶ ﾐﾗｲ             小学（6）30 女子 自由形   50m 12才

吉田　菖乃           ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ             小学（4）31 女子 自由形   50m 9才以下

中寺真衣子           ﾅｶﾃﾞﾗ ﾏｲｺ            小学（3）32 女子 自由形   50m 9才以下

大津　彩葉           ｵｵﾂ ｲﾛﾊ              小学（3）33 女子 自由形   50m 9才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ三木
性別: 申込種目:

養老奎二郎           ﾖｳﾛｳ ｹｲｼﾞﾛｳ          高校（3）1 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森本　龍翔           ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾄ             高校（2）3 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

立山　泰雅           ﾀﾁﾔﾏ ﾀｲｶﾞ            高校（2）5 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（2）6 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

奥野　　廉           ｵｸﾉ ﾚﾝ               高校（1）7 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）8 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

重本孝太郎           ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ          高校（1）9 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）10 男子 バタフライ  100m 15･16才

石塚　祐太           ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ            高校（1）11 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）12 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

徳平　蒼太           ﾄｸﾋﾗ ｿｳﾀ             高校（1）13 男子 自由形   50m 15･16才

縄井　健世           ﾅﾜｲ ｹﾝｾ              中学（3）14 男子 自由形  200m 15･16才

中学（3）15 男子 バタフライ  100m 15･16才

田中　洋助           ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ             中学（3）16 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）17 男子 自由形  100m 15･16才

菅野　広大           ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ           中学（2）18 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）19 男子 個人メドレー  400m 14才

永尾　優弥           ﾅｶﾞｵ ﾕｳﾔ             中学（1）20 男子 自由形  200m 13才

中学（1）21 男子 個人メドレー  200m 13才

徳平　将之           ﾄｸﾋﾗ ﾏｻﾕｷ            中学（1）22 男子 自由形   50m 12才

中学（1）23 男子 バタフライ   50m 12才

中学（1）24 男子 バタフライ  100m 12才

菅野　陽日           ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ             小学（6）25 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）26 男子 平泳ぎ  100m 12才

安福　拓海           ﾔｽﾌｸ ﾀｸﾐ             小学（6）27 男子 自由形   50m 12才

小学（6）28 男子 自由形  200m 12才

福原　卓実           ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾐ             小学（6）29 男子 自由形   50m 11才

谷口　花丸           ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅﾏﾙ           小学（4）30 男子 自由形   50m 10才

小学（4）31 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）32 男子 バタフライ  100m 10才

習田奏一郎           ｼｭｯﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ          小学（4）33 男子 自由形   50m 10才

薮西　貴裕           ﾔﾌﾞﾆｼ ﾀｶﾋﾛ           小学（4）34 男子 自由形   50m 10才

小学（4）35 男子 自由形  100m 10才

小学（4）36 男子 背泳ぎ   50m 10才

小石　須遥           ｺｲｼ ｽﾊﾞﾙ             小学（4）37 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）38 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）39 男子 平泳ぎ  100m 9才以下

生田　昊大           ｲｸﾀ ｿﾗﾄ              小学（4）40 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）41 男子 平泳ぎ  100m 9才以下

礒野　華奈           ｲｿﾉ ｶﾅ               高校（2）42 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）43 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

阪口　智美           ｻｶｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ            高校（2）44 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（2）45 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

加藤　優佳           ｶﾄｳ ﾕｳｶ              高校（1）46 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）47 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

立山　心菜           ﾀﾁﾔﾏ ｺｺﾅ             中学（2）48 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）49 女子 平泳ぎ  100m 14才
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敦見　穂花           ｱﾂﾐ ﾎﾉｶ              中学（2）50 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）51 女子 平泳ぎ  200m 14才

粂田　彩月           ｸﾒﾀﾞ ｻﾂｷ             中学（1）52 女子 自由形   50m 13才

中学（1）53 女子 自由形  100m 13才

中学（1）54 女子 平泳ぎ  100m 13才

浦上　乃愛           ｳﾗｶﾐ ﾉｱ              中学（1）55 女子 自由形   50m 13才

石﨑帆乃果           ｲｼｻﾞｷ ﾎﾉｶ            小学（6）56 女子 自由形   50m 12才

小学（6）57 女子 自由形  100m 12才

片嶋　悠那           ｶﾀｼﾏ ﾕﾅ              小学（5）58 女子 平泳ぎ   50m 11才

大上　　結           ｵｵｳｴ ﾕｲ              小学（4）59 女子 自由形   50m 10才

阿部　花世           ｱﾍﾞ ﾊﾅﾖ              小学（4）60 女子 自由形   50m 10才

小学（4）61 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）62 女子 背泳ぎ  100m 10才

宗平　愛華           ﾑﾈﾋﾗ ｱｲｶ             小学（4）63 女子 自由形   50m 10才

小学（4）64 女子 自由形  100m 10才

竹内　菜桜           ﾀｹｳﾁ ﾅｵ              小学（4）65 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）66 女子 自由形  100m 9才以下
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結城　陽介           ﾕｳｷ ﾖｳｽｹ             高校（1）1 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）2 男子 自由形  200m 15･16才

萬谷　太耀           ﾏﾝﾀﾆ ﾀｲﾖｳ            高校（1）3 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）4 男子 バタフライ  200m 15･16才

山本　蒼太           ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ             高校（1）5 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）6 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高須　葉一           ﾀｶｽ ﾖｳｲﾁ             中学（3）7 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）8 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

森田　泰生           ﾓﾘﾀ ﾀｲｷ              中学（2）9 男子 自由形  100m 14才

中学（2）10 男子 自由形  200m 14才

中学（2）11 男子 自由形  400m 14才

斉藤　　陸           ｻｲﾄｳ ﾘｸ              中学（2）12 男子 自由形  200m 13才

中学（2）13 男子 個人メドレー  200m 13才

和田晃太朗           ﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ             中学（1）14 男子 自由形  200m 12才

中学（1）15 男子 個人メドレー  200m 12才

田畑　沫葵           ﾀﾊﾞﾀ ｼﾌﾞｷ            小学（6）16 男子 自由形  100m 12才

小学（6）17 男子 自由形  200m 12才

森田　悠太           ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀ              小学（6）18 男子 自由形  200m 12才

小学（6）19 男子 個人メドレー  200m 12才

斉藤　　慶           ｻｲﾄｳ ｹｲ              小学（6）20 男子 自由形   50m 12才

小学（6）21 男子 自由形  100m 12才

小学（6）22 男子 自由形  200m 12才

小松　勇輝           ｺﾏﾂ ﾕｳｷ              小学（6）23 男子 自由形   50m 11才

熊澤　　珀           ｸﾏｻﾞﾜ ﾊｸ             小学（6）24 男子 自由形   50m 11才

小学（6）25 男子 自由形  100m 11才

彦江　一汰           ﾋｺｴ ｲｯﾀ              小学（5）26 男子 自由形   50m 10才

小学（5）27 男子 バタフライ   50m 10才

橘髙　晃範           ｷｯﾀｶ ﾃﾙﾉﾘ            小学（4）28 男子 自由形   50m 10才

小学（4）29 男子 自由形  200m 10才

大谷　憲佑           ｵｵﾀﾆ ｹﾝｽｹ            小学（4）30 男子 自由形   50m 10才

小学（4）31 男子 個人メドレー  200m 10才

小田垣諒香           ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾘｮｳｶ          高校（1）32 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）33 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

岡島　来実           ｵｶｼﾞﾏ ｸﾙﾐ            中学（2）34 女子 自由形  200m 14才

中学（2）35 女子 背泳ぎ  200m 14才

平良　明彩           ﾀｲﾗ ｱｻ               中学（2）36 女子 自由形  200m 13才

中学（2）37 女子 自由形  400m 13才

彦江ひより           ﾋｺｴ ﾋﾖﾘ              中学（1）38 女子 自由形   50m 13才

中学（1）39 女子 自由形  100m 13才

山田　麻琴           ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ             中学（1）40 女子 自由形  200m 13才

中学（1）41 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）42 女子 個人メドレー  400m 13才

堂北　砂丘           ﾄﾞｳｷﾀ ｻﾗ             中学（1）43 女子 自由形   50m 13才

中学（1）44 女子 自由形  100m 13才

中学（1）45 女子 バタフライ   50m 13才

皆田　麻央           ﾐﾅﾀﾞ ﾏｵ              小学（5）46 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）47 女子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）48 女子 個人メドレー  200m 11才

岡島　虹果           ｵｶｼﾞﾏ ﾅﾅｶ            小学（4）49 女子 自由形   50m 10才
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岡島　虹果           ｵｶｼﾞﾏ ﾅﾅｶ            小学（4）50 女子 バタフライ   50m 10才

28813
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ甲南山手
性別: 申込種目:

小寺　海輝           ｺﾃﾗ ｶｲｷ              中学（2）1 男子 自由形   50m 14才

中学（2）2 男子 自由形  100m 14才

中学（2）3 男子 自由形  200m 14才

東原　航太           ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｺｳﾀ           中学（1）4 男子 自由形  100m 12才

中学（1）5 男子 自由形  200m 12才

中学（1）6 男子 個人メドレー  200m 12才

加藤　航太           ｶﾄｳ ｺｳﾀ              小学（5）7 男子 自由形   50m 11才

小学（5）8 男子 自由形  100m 11才

小学（5）9 男子 自由形  200m 11才

櫻井　　佑           ｻｸﾗｲ ﾕｳ              小学（2）10 男子 自由形   50m 9才以下

小学（2）11 男子 自由形  100m 9才以下

小学（2）12 男子 個人メドレー  200m 9才以下

志井　瑠座           ｼｲ ﾘｭｳｻﾞ             小学（2）13 男子 自由形   50m 9才以下

小学（2）14 男子 自由形  100m 9才以下

小学（2）15 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

松村　幸音           ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾈ             中学（2）16 女子 自由形  100m 14才

中学（2）17 女子 自由形  200m 14才

中学（2）18 女子 自由形  400m 14才

上島陽奈代           ｳｴｼﾏ ﾋﾅﾖ             小学（6）19 女子 自由形   50m 12才

小学（6）20 女子 自由形  100m 12才

小学（6）21 女子 自由形  200m 12才

大井　瑚夏           ｵｵｲ ｺﾅﾂ              小学（6）22 女子 自由形  100m 12才

小学（6）23 女子 自由形  200m 12才

小学（6）24 女子 個人メドレー  200m 12才

植木　亜美           ｳｴｷ ｱﾐ               小学（6）25 女子 自由形   50m 12才

小学（6）26 女子 自由形  100m 12才

小学（6）27 女子 自由形  200m 12才

井上　　奏           ｲﾉｳｴ ｿｳ              小学（5）28 女子 自由形  100m 11才

小学（5）29 女子 自由形  200m 11才

小学（5）30 女子 個人メドレー  200m 11才
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28814
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ東加古
性別: 申込種目:

山本　将矢           ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ             高校（1）1 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）2 男子 自由形 1500m 15･16才

川野　礼夢           ｶﾜﾉ ﾗｲﾑ              中学（2）3 男子 自由形  200m 14才

中学（2）4 男子 自由形  400m 14才

中学（2）5 男子 バタフライ  100m 14才

大野耕一朗           ｵｵﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ           中学（2）6 男子 自由形  100m 13才

中学（2）7 男子 自由形  200m 13才

中学（2）8 男子 自由形  400m 13才

松岡　健太           ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ             中学（1）9 男子 自由形  100m 13才

中学（1）10 男子 自由形  400m 13才

中学（1）11 男子 バタフライ  100m 13才

森本　純矢           ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ           小学（6）12 男子 自由形   50m 12才

小学（6）13 男子 自由形  100m 12才

小学（6）14 男子 自由形  200m 12才

黒橋　海光           ｸﾛﾊｼ ｶｲﾄ             小学（6）15 男子 自由形   50m 12才

小学（6）16 男子 自由形  100m 12才

小学（6）17 男子 自由形  200m 12才

橋詰　蒼大           ﾊｼﾂﾞﾒ ｿｳﾀ            小学（6）18 男子 自由形  200m 11才

小学（6）19 男子 バタフライ   50m 11才

小学（6）20 男子 バタフライ  100m 11才

鈴木　　逞           ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ             小学（5）21 男子 自由形  100m 11才

小学（5）22 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）23 男子 バタフライ  100m 11才

小枝　遼平           ｺｴﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ           小学（5）24 男子 自由形  100m 11才

小学（5）25 男子 個人メドレー  200m 11才

松岡　颯人           ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ             小学（5）26 男子 自由形  100m 11才

小学（5）27 男子 平泳ぎ   50m 11才

福本　脩哉           ﾌｸﾓﾄ ｼｭｳﾔ            小学（5）28 男子 自由形   50m 10才

小学（5）29 男子 自由形  100m 10才

小学（5）30 男子 個人メドレー  200m 10才

森本　夏生           ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾂｷ             小学（4）31 男子 自由形  100m 10才

小学（4）32 男子 個人メドレー  200m 10才

宇野　一真           ｳﾉ ｶｽﾞﾏ              小学（4）33 男子 自由形   50m 10才

小学（4）34 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）35 男子 平泳ぎ  100m 10才

橋詰　陽汰           ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ            小学（4）36 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）37 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）38 男子 個人メドレー  200m 9才以下

大内　海輝           ｵｵｳﾁ ｼﾌﾞｷ            小学（3）39 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）40 男子 バタフライ   50m 9才以下

森山　未実           ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾐ              中学（1）41 女子 自由形  100m 13才

中学（1）42 女子 自由形  200m 13才

中学（1）43 女子 自由形  400m 13才

吉田　珠久           ﾖｼﾀﾞ ﾐｸ              小学（6）44 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）45 女子 バタフライ  100m 12才

小学（6）46 女子 個人メドレー  200m 12才

東　　　歩           ｱｽﾞﾏ ｱﾕﾐ             小学（4）47 女子 自由形   50m 10才

小学（4）48 女子 平泳ぎ   50m 10才

宮﨑陽菜乃           ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ            小学（4）49 女子 自由形   50m 10才
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宮﨑陽菜乃           ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ            小学（4）50 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）51 女子 バタフライ   50m 10才

川野　夢桃           ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ              小学（4）52 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）53 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）54 女子 個人メドレー  200m 9才以下

安田　琉月           ﾔｽﾀﾞ ﾙﾅ              小学（3）55 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

井澤　千明           ｲｻﾞﾜ ﾁｱｷ             小学（3）56 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）57 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）58 女子 バタフライ   50m 9才以下

戸田菜々美           ﾄﾀﾞ ﾅﾅﾐ              小学（3）59 女子 自由形   50m 9才以下
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28816
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｓ・パティオ
性別: 申込種目:

岡部　　翔           ｵｶﾍﾞ ｶｹﾙ             高校（1）1 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

高校（1）2 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）3 男子 個人メドレー  400m 15･16才

柳本　莉空           ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾘｸ            中学（3）4 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）5 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）6 男子 自由形  200m 15･16才

上岡　颯太           ｶﾐｵｶ ｿｳﾀ             中学（2）7 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）8 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）9 男子 平泳ぎ  200m 14才

渡辺　隆世           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ          中学（2）10 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）11 男子 平泳ぎ  200m 14才

駒田　一樹           ｺﾏﾀﾞ ｲﾂｷ             中学（2）12 男子 自由形   50m 14才

中学（2）13 男子 自由形  100m 14才

中学（2）14 男子 個人メドレー  200m 14才

卯野　諒成           ｳﾉ ﾘｮｳｾｲ             中学（2）15 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）16 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）17 男子 平泳ぎ  200m 14才

宮崎　　樹           ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾂｷ            中学（1）18 男子 自由形   50m 13才

中学（1）19 男子 自由形  100m 13才

吉野　恭平           ﾖｼﾉ ｷｮｳﾍｲ            小学（6）20 男子 自由形  100m 12才

小学（6）21 男子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）22 男子 個人メドレー  200m 12才

泉　　結智           ｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ             小学（5）23 男子 自由形  100m 11才

小学（5）24 男子 自由形  200m 11才

小学（5）25 男子 バタフライ  100m 11才

追立　楓人           ｵｲﾀﾃ ﾌｳﾄ             小学（5）26 男子 自由形   50m 11才

小学（5）27 男子 自由形  200m 11才

小学（5）28 男子 個人メドレー  200m 11才

井上　志吹           ｲﾉｳｴ ｼﾌﾞｷ            小学（4）29 男子 自由形   50m 10才

小学（4）30 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）31 男子 個人メドレー  200m 10才

森岡　丈尋           ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ            小学（4）32 男子 自由形   50m 10才

小学（4）33 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）34 男子 個人メドレー  200m 10才

上岡　凌太           ｶﾐｵｶ ﾘｮｳﾀ            小学（4）35 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）36 男子 背泳ぎ  100m 10才

小学（4）37 男子 個人メドレー  200m 10才

大堀　周生           ｵｵﾎﾘ ｼｭｳ             小学（3）38 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）39 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）40 男子 個人メドレー  200m 9才以下

大東　世直           ｵｵﾋｶﾞｼ ｾﾅ            小学（2）41 男子 自由形   50m 9才以下

小学（2）42 男子 自由形  100m 9才以下

藤澤　愛海           ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅﾐ            高校（3）43 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）44 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

三浦　笑華           ﾐｳﾗ ｼｮｳｶ             高校（2）45 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）46 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

檜尾　美和           ﾋﾉｷｵ ﾐﾜ              高校（2）47 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）48 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）49 女子 自由形  800m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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高谷　海咲           ﾀｶﾔ ﾐｻｷ              高校（2）50 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）51 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）52 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

藤本　理子           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｺ             高校（1）53 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）54 女子 自由形  100m 15･16才

今田　亜優           ｲﾏﾀﾞ ｱﾕ              中学（2）55 女子 自由形   50m 14才

中学（2）56 女子 自由形  100m 14才

森　　由衣           ﾓﾘ ﾕｲ                中学（2）57 女子 自由形   50m 14才

加納　世羅           ｶﾉｳ ｾﾗ               中学（1）58 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）59 女子 個人メドレー  200m 13才

三浦さくら           ﾐｳﾗ ｻｸﾗ              中学（1）60 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）61 女子 平泳ぎ  100m 13才

高柳　涼凪           ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞﾅ          中学（1）62 女子 自由形   50m 13才

中学（1）63 女子 平泳ぎ   50m 13才

今泉　杏月           ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｽﾞｷ          中学（1）64 女子 自由形   50m 13才

中学（1）65 女子 自由形  100m 13才

本城　羽琉           ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾊﾙ            小学（6）66 女子 自由形   50m 12才

小学（6）67 女子 自由形  100m 12才

小学（6）68 女子 個人メドレー  200m 12才

長島　佳暖           ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾉﾝ            小学（6）69 女子 自由形  200m 12才

小学（6）70 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）71 女子 バタフライ  100m 12才

井上　茅利           ｲﾉｳｴ ｶﾔﾘ             小学（6）72 女子 自由形  100m 12才

小学（6）73 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）74 女子 個人メドレー  200m 12才

岡本　暁佳           ｵｶﾓﾄ ｱｷｶ             小学（6）75 女子 自由形  100m 12才

小学（6）76 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）77 女子 平泳ぎ  100m 12才

井村　珠樹           ｲﾑﾗ ﾀﾏｷ              小学（6）78 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）79 女子 平泳ぎ  100m 12才

川口　琴音           ｶﾜｸﾞﾁ ｺﾄﾈ            小学（6）80 女子 自由形   50m 12才

小学（6）81 女子 個人メドレー  200m 12才

佐藤　璃青           ｻﾄｳ ﾘｵ               小学（5）82 女子 自由形   50m 11才

小学（5）83 女子 自由形  100m 11才

小学（5）84 女子 自由形  200m 11才

寺本　咲来           ﾃﾗﾓﾄ ｻｷ              小学（5）85 女子 自由形   50m 10才

小学（5）86 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）87 女子 平泳ぎ  100m 10才

川口　羽音           ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾉﾝ            小学（4）88 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）89 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）90 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＸ明石
性別: 申込種目:

藤郷　唯衣           ﾌｼﾞｻﾄ ﾕｲ             中学（2）1 女子 自由形   50m 14才

中学（2）2 女子 自由形  100m 14才

中学（2）3 女子 自由形  200m 14才

生頼可奈子           ｵｳﾗｲ ｶﾅｺ             中学（2）4 女子 自由形   50m 13才

北村　杏純           ｷﾀﾑﾗ ｱｽﾞﾐ            中学（1）5 女子 自由形   50m 13才

中学（1）6 女子 自由形  100m 13才

中学（1）7 女子 自由形  200m 13才

山野　綾音           ﾔﾏﾉ ｱﾔﾈ              小学（5）8 女子 自由形   50m 11才

小学（5）9 女子 自由形  100m 11才

小学（5）10 女子 個人メドレー  200m 11才

寺本果英奈           ﾃﾗﾓﾄ ｶｴﾅ             小学（5）11 女子 自由形   50m 10才

小学（5）12 女子 個人メドレー  200m 10才

北村　優芽           ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ              小学（5）13 女子 自由形  100m 10才

小学（5）14 女子 個人メドレー  200m 10才
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井上　賢斗           ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ             高校（3）1 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

増本　　高           ﾏｽﾓﾄ ｶｷﾞﾘ            高校（1）3 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  400m 15･16才

森田　遥大           ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ              中学（3）5 男子 自由形  200m 15･16才

中学（3）6 男子 自由形  400m 15･16才

濱野　瑠亜           ﾊﾏﾉ ﾙｱ               中学（3）7 男子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）8 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）9 男子 バタフライ  200m 15･16才

大倉　瑞輝           ｵｵｸﾗ ﾐｽﾞｷ            中学（3）10 男子 自由形  400m 15･16才

中学（3）11 男子 自由形 1500m 15･16才

木南　綾人           ｷﾅﾐ ｱﾔﾄ              中学（1）12 男子 自由形   50m 13才

中学（1）13 男子 自由形  100m 13才

中学（1）14 男子 自由形  200m 13才

中浦　光紀           ﾅｶｳﾗ ﾐﾂｷ             中学（1）15 男子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）16 男子 個人メドレー  400m 13才

藤田康太郎           ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ           中学（1）17 男子 自由形  200m 13才

中学（1）18 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）19 男子 平泳ぎ  200m 13才

西川　翔己           ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ            小学（6）20 男子 自由形  200m 12才

小学（6）21 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）22 男子 バタフライ   50m 12才

大倉　凜佑           ｵｵｸﾗ ﾘｳ              小学（6）23 男子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）24 男子 バタフライ  100m 12才

小学（6）25 男子 個人メドレー  200m 12才

濱本　大智           ﾊﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ            小学（5）26 男子 自由形   50m 11才

小学（5）27 男子 自由形  100m 11才

小学（5）28 男子 バタフライ  100m 11才

土井　琢矢           ﾄﾞｲ ﾀｸﾔ              小学（5）29 男子 自由形   50m 11才

小学（5）30 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）31 男子 背泳ぎ  100m 11才

吉田　将義           ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ            小学（3）32 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）33 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）34 男子 個人メドレー  200m 9才以下

竹口　友菜           ﾀｹｸﾞﾁ ﾕﾅ             中学（1）35 女子 自由形  200m 13才

中学（1）36 女子 自由形  400m 13才

黒木　郁奈           ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾅ             中学（1）37 女子 自由形  200m 13才

中学（1）38 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）39 女子 バタフライ  200m 13才

木南　花音           ｷﾅﾐ ｶﾉﾝ              小学（6）40 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（6）41 女子 背泳ぎ  100m 11才

小学（6）42 女子 バタフライ   50m 11才

土井　菜月           ﾄﾞｲ ﾅﾂｷ              小学（3）43 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）44 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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松田　武大           ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｵ             高校（3）1 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

佐伯　一光           ｻｴｷ ｶｽﾞｱｷ            高校（3）3 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）4 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

井ノ上昭輝           ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ            高校（2）5 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

説田　泰機           ｾｯﾀ ﾀｲｷ              高校（2）7 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）8 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

重塚　　笙           ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ            中学（3）9 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）10 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

清水　歩空           ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ            中学（3）11 男子 自由形  200m 15･16才

中学（3）12 男子 自由形  400m 15･16才

尾﨑　智大           ｵｻｷ ﾁﾋﾛ              中学（2）13 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）14 男子 平泳ぎ  200m 14才

増田　海翔           ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾄ             中学（2）15 男子 自由形  100m 14才

中学（2）16 男子 自由形  200m 14才

松岡　颯汰           ﾏﾂｵｶ ｿｳﾀ             中学（2）17 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）18 男子 平泳ぎ  200m 14才

古田　　結           ﾌﾙﾀ ﾕｲ               中学（2）19 男子 自由形  100m 14才

中学（2）20 男子 自由形  200m 14才

勝部　太陽           ｶﾂﾍﾞ ﾀｲﾖｳ            中学（1）21 男子 自由形  400m 13才

中学（1）22 男子 自由形 1500m 13才

立石　　洸           ﾀﾃｲｼ ｺｳ              中学（1）23 男子 自由形   50m 13才

中学（1）24 男子 自由形  100m 13才

山岡　大晟           ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ            中学（1）25 男子 自由形   50m 13才

中学（1）26 男子 バタフライ  100m 13才

大石　　快           ｵｵｲｼ ｶｲ              中学（1）27 男子 背泳ぎ  100m 12才

中学（1）28 男子 個人メドレー  200m 12才

小南　有輝           ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｷ             小学（6）29 男子 自由形   50m 12才

小学（6）30 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）31 男子 個人メドレー  200m 12才

松岡　蓮汰           ﾏﾂｵｶ ﾚﾝﾀ             小学（6）32 男子 個人メドレー  200m 12才

前川　大和           ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ             小学（5）33 男子 自由形   50m 11才

小学（5）34 男子 自由形  200m 11才

小学（5）35 男子 バタフライ  100m 11才

上田禮次郎           ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ          小学（4）36 男子 自由形   50m 10才

小学（4）37 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）38 男子 個人メドレー  200m 10才

松本　崇弘           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ            小学（4）39 男子 自由形   50m 10才

小学（4）40 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）41 男子 個人メドレー  200m 10才

鈴木　悠真           ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ             小学（3）42 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）43 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）44 男子 個人メドレー  200m 9才以下

前川　蒼空           ﾏｴｶﾜ ｿﾗ              小学（3）45 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）46 男子 バタフライ   50m 9才以下

西河　輝恭           ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ            小学（3）47 男子 自由形   50m 9才以下

吉識　晴道           ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ             小学（3）48 男子 自由形   50m 9才以下

阪本　禮斗           ｻｶﾓﾄ ﾗｲﾄ             小学（2）49 男子 自由形   50m 9才以下
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赤嶺　梨緒           ｱｶﾐﾈ ﾘｵ              大学（3）50 女子 自由形  400m 一般

大学（3）51 女子 自由形  800m 一般

山岡　千紋           ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ             大学（1）52 女子 バタフライ   50m 一般

大学（1）53 女子 バタフライ  100m 一般

梶野　千紗           ｶｼﾞﾉ ﾁｻ              高校（3）54 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）55 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

森　菜々子           ﾓﾘ ﾅﾅｺ               高校（3）56 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）57 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

信川　絢里           ﾉﾌﾞｶﾜ ｱﾔﾘ            高校（2）58 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）59 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

横田　涼乃           ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ             高校（2）60 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）61 女子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北口沙央梨           ｷﾀｸﾞﾁ ｻｵﾘ            高校（2）62 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）63 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

入江　綾音           ｲﾘｴ ｱﾔﾈ              中学（3）64 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）65 女子 自由形  200m 15･16才

松村　もえ           ﾏﾂﾑﾗ ﾓｴ              中学（3）66 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）67 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

下村　真彩           ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ             中学（2）68 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）69 女子 バタフライ  100m 14才

武内みなみ           ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ             中学（2）70 女子 自由形  100m 14才

中学（2）71 女子 自由形  200m 14才

大賀　　葵           ｵｵｶﾞ ｱｵｲ             中学（2）72 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）73 女子 個人メドレー  400m 14才

松本　悠里           ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ              中学（1）74 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）75 女子 平泳ぎ  100m 13才

浅尾萌々香           ｱｻｵ ﾓﾓｶ              中学（1）76 女子 自由形   50m 13才

中学（1）77 女子 自由形  100m 13才

坂本　麻衣           ｻｶﾓﾄ ﾏｲ              小学（6）78 女子 自由形   50m 12才

小学（6）79 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）80 女子 平泳ぎ  100m 12才

小林　優希           ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ             小学（6）81 女子 自由形   50m 12才

小学（6）82 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）83 女子 平泳ぎ  100m 12才

森脇　素羽           ﾓﾘﾜｷ ｿﾜ              小学（6）84 女子 自由形   50m 12才

小学（6）85 女子 自由形  100m 12才

小学（6）86 女子 バタフライ  100m 12才

今井　陽花           ｲﾏｲ ﾊﾙｶ              小学（6）87 女子 自由形   50m 12才

小学（6）88 女子 自由形  100m 12才

小学（6）89 女子 平泳ぎ   50m 12才

井ノ上萌々華         ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ             小学（6）90 女子 自由形   50m 12才

小学（6）91 女子 自由形  100m 12才

小学（6）92 女子 バタフライ  100m 12才

中路　歩莉           ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ             小学（5）93 女子 自由形   50m 11才

小学（5）94 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）95 女子 バタフライ   50m 11才

澤地　　玲           ｻﾜｼﾞ ﾚｲ              小学（5）96 女子 自由形   50m 11才

小学（5）97 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）98 女子 バタフライ   50m 11才

川崎　なな           ｶﾜｻｷ ﾅﾅ              小学（5）99 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）100 女子 平泳ぎ  100m 11才
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川崎　なな           ｶﾜｻｷ ﾅﾅ              小学（5）101 女子 バタフライ   50m 11才

西野帆乃花           ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ              小学（5）102 女子 自由形   50m 11才

小学（5）103 女子 自由形  100m 11才

小学（5）104 女子 背泳ぎ   50m 11才

森髙　杏珠           ﾓﾘﾀｶ ｱﾝｼﾞｭ           小学（5）105 女子 自由形   50m 11才

小学（5）106 女子 自由形  100m 11才

小学（5）107 女子 平泳ぎ   50m 11才

尾﨑　江子           ｵｻｷ ｴｺ               小学（5）108 女子 自由形   50m 11才

小学（5）109 女子 自由形  100m 11才

小学（5）110 女子 平泳ぎ   50m 11才

高濵　瑞紀           ﾀｶﾊﾏ ﾐｽﾞｷ            小学（4）111 女子 自由形   50m 10才

小学（4）112 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）113 女子 個人メドレー  200m 10才

山戸　優佳           ﾔﾏﾄ ﾕｳｶ              小学（4）114 女子 自由形   50m 10才

小学（4）115 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）116 女子 個人メドレー  200m 10才

勝部　美里           ｶﾂﾍﾞ ﾐｻﾄ             小学（4）117 女子 自由形   50m 10才

小学（4）118 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）119 女子 個人メドレー  200m 10才

名村　心里           ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ              小学（4）120 女子 自由形   50m 10才

小学（4）121 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）122 女子 個人メドレー  200m 10才

坂本　紗依           ｻｶﾓﾄ ｻｴ              小学（4）123 女子 自由形   50m 10才

小学（4）124 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）125 女子 個人メドレー  200m 10才

大窪　ゆい           ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ             小学（3）126 女子 自由形   50m 9才以下

前田　　星           ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳ             小学（3）127 女子 自由形   50m 9才以下

指方　心絆           ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ             小学（3）128 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）129 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）130 女子 個人メドレー  200m 9才以下

酒井　柚奈           ｻｶｲ ﾕﾅ               小学（3）131 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）132 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）133 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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樽屋　賢汰           ﾀﾙﾔ ｹﾝﾀ              高校（1）1 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

廣澤　虎汰           ﾋﾛｻﾜ ｺｳﾀ             高校（1）3 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  400m 15･16才

高校（1）5 男子 個人メドレー  200m 15･16才

末光　勇翔           ｽｴﾐﾂ ﾕｳﾄ             高校（1）6 男子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）7 男子 個人メドレー  400m 15･16才

園山　紘生           ｿﾉﾔﾏ ｺｳｾｲ            中学（2）8 男子 自由形   50m 14才

中学（2）9 男子 自由形  100m 14才

中学（2）10 男子 背泳ぎ  100m 14才

村上　柚希           ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｷ            中学（2）11 男子 自由形  100m 14才

中学（2）12 男子 自由形  200m 14才

末光　唯楓           ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ            中学（2）13 男子 自由形  100m 14才

中学（2）14 男子 自由形  200m 14才

原田　壮大           ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ             中学（1）15 男子 自由形   50m 13才

中学（1）16 男子 自由形  100m 13才

中学（1）17 男子 自由形  200m 13才

塩谷　　陽           ｼｵﾀﾆ ﾊﾙ              中学（1）18 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）19 男子 背泳ぎ  200m 13才

中学（1）20 男子 個人メドレー  200m 13才

廣澤　将真           ﾋﾛｻﾜ ｼｮｳﾏ            中学（1）21 男子 自由形   50m 12才

中学（1）22 男子 自由形  100m 12才

中学（1）23 男子 背泳ぎ  100m 12才

大岡　悠真           ｵｵｵｶ ﾕｳﾏ             小学（6）24 男子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）25 男子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）26 男子 個人メドレー  200m 12才

土田　卓実           ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ             小学（6）27 男子 自由形  100m 12才

小学（6）28 男子 自由形  200m 12才

小学（6）29 男子 平泳ぎ  100m 12才

花澤　柊太           ﾊﾅｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ           小学（6）30 男子 自由形  100m 12才

小学（6）31 男子 自由形  200m 12才

小学（6）32 男子 個人メドレー  200m 12才

藤原　佳己           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ            小学（6）33 男子 自由形   50m 12才

小学（6）34 男子 自由形  100m 12才

小学（6）35 男子 自由形  200m 12才

藤原　直己           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ            小学（6）36 男子 自由形   50m 12才

小学（6）37 男子 自由形  100m 12才

小学（6）38 男子 バタフライ  100m 12才

藤井　亮多           ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ            小学（5）39 男子 自由形   50m 11才

小学（5）40 男子 バタフライ   50m 11才

加門　脩平           ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ            小学（5）41 男子 自由形   50m 11才

小学（5）42 男子 自由形  200m 11才

小学（5）43 男子 平泳ぎ  100m 11才

福田　將真           ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ            小学（5）44 男子 自由形   50m 11才

小学（5）45 男子 自由形  200m 11才

小学（5）46 男子 個人メドレー  200m 11才

小西　悠太           ｺﾆｼ ﾕｳﾀ              小学（4）47 男子 自由形   50m 10才

小学（4）48 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）49 男子 個人メドレー  200m 10才

21/52 ページ2018年12月12日 8:04:20



第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表
水谷　宗太           ﾐｽﾞﾀﾆ ｿｳﾀ            小学（3）50 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）51 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）52 男子 バタフライ   50m 9才以下

山田　凛星           ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｾｲ            小学（3）53 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）54 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）55 男子 個人メドレー  200m 9才以下

田中　　陽           ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ              中学（2）56 女子 自由形   50m 14才

中学（2）57 女子 自由形  100m 14才

中学（2）58 女子 自由形  200m 14才

髙原　　桜           ﾀｶﾊﾗ ｻｸﾗ             小学（5）59 女子 自由形  100m 11才

武市　和夏           ﾀｹﾁ ﾅﾂ               小学（5）60 女子 自由形   50m 11才

小学（5）61 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）62 女子 個人メドレー  200m 11才

則包なのは           ﾉﾘｶﾈ ﾅﾉﾊ             小学（5）63 女子 自由形   50m 11才

塩谷　奈菜           ｼｵﾀﾆ ﾅﾅ              小学（5）64 女子 自由形   50m 11才

小学（5）65 女子 自由形  100m 11才

小学（5）66 女子 バタフライ  100m 11才

髙沢　恵菜           ﾀｶｻﾜ ｴﾅ              小学（4）67 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）68 女子 バタフライ   50m 10才

小学（4）69 女子 個人メドレー  200m 10才

園山　莉菜           ｿﾉﾔﾏ ﾘﾅ              小学（4）70 女子 平泳ぎ   50m 10才

大岡　実桜           ｵｵｵｶ ﾐｵ              小学（4）71 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）72 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）73 女子 個人メドレー  200m 9才以下

武市彩緒里           ﾀｹﾁ ｲｵﾘ              小学（3）74 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）75 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）76 女子 個人メドレー  200m 9才以下

22/52 ページ2018年12月12日 8:04:20



第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28829
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ宝塚
性別: 申込種目:

吉田　亮世           ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ           高校（2）1 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

廣本　　新           ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ             高校（1）3 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）4 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）5 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

株元　純一           ｶﾌﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ         中学（3）6 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）7 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

具志　一諒           ｸﾞｼ ｶｽﾞｱｷ            中学（2）8 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）9 男子 個人メドレー  200m 14才

松田　悠里           ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ             中学（2）10 男子 自由形  200m 14才

中学（2）11 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）12 男子 背泳ぎ  200m 14才

中西　　奏           ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾃﾞ            中学（2）13 男子 バタフライ   50m 14才

中学（2）14 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）15 男子 バタフライ  200m 14才

村木　　力           ﾑﾗｷ ﾁｶﾗ              中学（2）16 男子 自由形  400m 14才

田中　稜人           ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾄ             中学（1）17 男子 自由形  100m 13才

中学（1）18 男子 自由形  400m 13才

中学（1）19 男子 自由形 1500m 13才

株元　智久           ｶﾌﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ           中学（1）20 男子 自由形  100m 13才

中学（1）21 男子 自由形  200m 13才

中学（1）22 男子 自由形  400m 13才

山田　優士           ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ             中学（1）23 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）24 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）25 男子 平泳ぎ  200m 13才

吉田　智栄           ﾖｼﾀﾞ ﾁｴｲ             小学（5）26 男子 背泳ぎ   50m 11才

赤阪　侑真           ｱｶｻｶ ﾕｳﾏ             小学（5）27 男子 自由形   50m 11才

小学（5）28 男子 自由形  100m 11才

小学（5）29 男子 個人メドレー  200m 11才

田中　陽翔           ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ              小学（5）30 男子 バタフライ   50m 11才

竹腰　大悟           ﾀｹｺｼ ﾀﾞｲｺﾞ           小学（4）31 男子 自由形   50m 10才

小学（4）32 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）33 男子 個人メドレー  200m 10才

建石　　隼           ﾀﾃｲｼ ﾊﾔﾄ             小学（4）34 男子 自由形   50m 10才

小学（4）35 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）36 男子 平泳ぎ   50m 10才

大石　佳典           ｵｵｲｼ ﾖｼﾉﾘ            小学（4）37 男子 自由形   50m 10才

小学（4）38 男子 自由形  100m 10才

小学（4）39 男子 個人メドレー  200m 10才

石田　　成           ｲｼﾀﾞ ﾅﾘ              小学（4）40 男子 自由形   50m 10才

小学（4）41 男子 自由形  200m 10才

小川　隼弥           ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ            小学（3）42 男子 背泳ぎ  100m 9才以下

小学（3）43 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）44 男子 個人メドレー  200m 9才以下

八木　裕斗           ﾔｷﾞ ﾋﾛﾄ              小学（3）45 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）46 男子 自由形  100m 9才以下

中原　悠貴           ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ             小学（3）47 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）48 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）49 男子 個人メドレー  200m 9才以下
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田嶋　一期           ﾀｼﾏ ｲｯｷ              小学（3）50 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）51 男子 背泳ぎ  100m 9才以下

具志　陽香           ｸﾞｼ ﾖｳｶ              高校（2）52 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）53 女子 個人メドレー  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

甘利　優丹           ｱﾏﾘ ﾕﾆ               高校（1）54 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）55 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）56 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

髙辻　萌果           ﾀｶﾂｼﾞ ﾓｴｶ            高校（1）57 女子 バタフライ   50m 15･16才

高校（1）58 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）59 女子 バタフライ  200m 15･16才

明石寿珠花           ｱｶｼ ｽｽﾞｶ             中学（3）60 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）61 女子 個人メドレー  200m 15･16才

服部　真央           ﾊｯﾄﾘ ﾏｵ              中学（2）62 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）63 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）64 女子 背泳ぎ  200m 14才

吉川ほの美           ﾖｼｶﾜ ﾎﾉﾐ             中学（2）65 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）66 女子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）67 女子 背泳ぎ  200m 14才

池田　　楓           ｲｹﾀﾞ ｶｴﾃﾞ            中学（2）68 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）69 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）70 女子 平泳ぎ  200m 14才

上野　愛莉           ｳｴﾉ ｱｲﾘ              中学（1）71 女子 自由形  400m 13才

髙辻　歩果           ﾀｶﾂｼﾞ ｱﾕｶ            中学（1）72 女子 平泳ぎ  100m 12才

中学（1）73 女子 バタフライ   50m 12才

中学（1）74 女子 個人メドレー  200m 12才

三原　寛奈           ﾐﾊﾗ ｶﾝﾅ              小学（6）75 女子 自由形   50m 12才

小学（6）76 女子 自由形  100m 12才

小学（6）77 女子 自由形  200m 12才

北村　安梨           ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾘ             小学（6）78 女子 自由形   50m 12才

久保　美羽           ｸﾎﾞ ﾐｳ               小学（5）79 女子 自由形   50m 11才

小学（5）80 女子 自由形  200m 11才

小学（5）81 女子 個人メドレー  200m 11才

南　　侑愛           ﾐﾅﾐ ﾕｱ               小学（5）82 女子 自由形   50m 10才

小学（5）83 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）84 女子 平泳ぎ  100m 10才

松本梨里香           ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾘｶ             小学（4）85 女子 自由形   50m 10才

小学（4）86 女子 自由形  100m 10才

小学（4）87 女子 個人メドレー  200m 10才

松田　依真           ﾏﾂﾀﾞ ｴﾏ              小学（4）88 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）89 女子 平泳ぎ  100m 10才

小学（4）90 女子 個人メドレー  200m 10才

望月ひより           ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾖﾘ            小学（4）91 女子 個人メドレー  200m 10才

徳田　結子           ﾄｸﾀﾞ ﾕｳｺ             小学（4）92 女子 自由形   50m 10才

髙山あかり           ﾀｶﾔﾏ ｱｶﾘ             小学（3）93 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）94 女子 自由形  100m 9才以下

小学（3）95 女子 個人メドレー  200m 9才以下

大川　　桃           ｵｵｶﾜ ﾓﾓ              小学（3）96 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）97 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）98 女子 個人メドレー  200m 9才以下

籔田　菜緒           ﾔﾌﾞﾀ ﾅｵ              小学（3）99 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）100 女子 バタフライ  100m 9才以下
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伊藤日依梨           ｲﾄｳ ﾋﾖﾘ              小学（3）101 女子 個人メドレー  200m 9才以下

久保　美寧           ｸﾎﾞ ﾐﾆｮﾝ             小学（3）102 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）103 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）104 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

竹川うらら           ﾀｹｶﾞﾜ ｳﾗﾗ            小学（2）105 女子 自由形   50m 9才以下

28831
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＴＶ垂水
性別: 申込種目:

小林　亮太           ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ           高校（3）1 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

辻本　晃誠           ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ           高校（2）3 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

甲斐　秀輝           ｶｲ ﾋﾃﾞｷ              高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）5 男子 自由形  200m 15･16才

高校（1）6 男子 バタフライ  100m 15･16才

林崎　　蓮           ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾚﾝ            中学（2）7 男子 自由形  100m 14才

中学（2）8 男子 背泳ぎ  100m 14才

内海　秀翔           ｳﾁｳﾐ ｼｭｳﾄ            中学（1）9 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）10 男子 背泳ぎ  200m 13才

中学（1）11 男子 個人メドレー  200m 13才

山下　凉介           ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ           中学（1）12 男子 自由形   50m 13才

梅﨑　大樹           ｳﾒｻﾞｷ ﾀｲｷ            中学（1）13 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）14 男子 平泳ぎ  200m 13才

松谷　一翔           ﾏﾂﾀﾆ ｲﾁﾄ             小学（5）15 男子 個人メドレー  200m 11才

小西　悠策           ｺﾆｼ ﾕｳｻｸ             小学（3）16 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）17 男子 個人メドレー  200m 9才以下

石田十季子           ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ             高校（2）18 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 女子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

美藤　麻衣           ﾋﾞﾄｳ ﾏｲ              高校（1）21 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）22 女子 自由形  100m 15･16才

梅﨑　　華           ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾅ             小学（5）23 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）24 女子 背泳ぎ  100m 11才

小学（5）25 女子 個人メドレー  200m 11才
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氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ御影
性別: 申込種目:

松本波瑠馬           ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ             高校（3）1 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高橋　優輝           ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ             高校（2）4 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

福田　悠樹           ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｷ             高校（1）6 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）7 男子 自由形  200m 15･16才

竹内　　隼           ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾄ             中学（3）8 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）9 男子 個人メドレー  200m 15･16才

霜下　拳敏           ｼﾓｼﾀ ｹﾋﾞﾝ            中学（3）10 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）11 男子 自由形  100m 15･16才

永井亜怜駆           ﾅｶﾞｲ ｱﾚｸ             中学（3）12 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）13 男子 個人メドレー  200m 15･16才

吉岡亜矢都           ﾖｼｵｶ ｱﾔﾄ             中学（3）14 男子 自由形   50m 14才

中学（3）15 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（3）16 男子 バタフライ   50m 14才

福田　拓人           ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾄ             中学（2）17 男子 自由形   50m 14才

中学（2）18 男子 自由形  100m 14才

松浦　友亮           ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｽｹ            中学（2）19 男子 自由形   50m 14才

呉　　晃成           ｺﾞ ｺｳｾｲ              小学（6）20 男子 自由形   50m 12才

小学（6）21 男子 自由形  100m 12才

竹内　　悠           ﾀｹｳﾁ ﾊﾙ              小学（4）22 男子 自由形   50m 10才

小阪　琉碧           ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ            小学（3）23 男子 自由形   50m 9才以下

柴田　　悠           ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ              高校（2）24 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）25 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）26 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

久米　希弥           ｸﾒ ﾉｿﾞﾐ              高校（2）27 女子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）28 女子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中村　睦実           ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ             高校（1）29 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

池田明里紗           ｲｹﾀﾞ ｱﾘｻ             高校（1）30 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）31 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）32 女子 個人メドレー  200m 15･16才

入江　結月           ｲﾘｴ ﾕﾂｷ              中学（2）33 女子 自由形  100m 14才

中学（2）34 女子 自由形  400m 14才

池本　彩乃           ｲｹﾓﾄ ｱﾔﾉ             中学（2）35 女子 自由形   50m 14才

中学（2）36 女子 自由形  100m 14才

中学（2）37 女子 バタフライ  100m 14才

正垣　水梨           ﾏｻｶﾞｷ ﾅﾘ             中学（2）38 女子 自由形   50m 13才

平井　咲杏           ﾋﾗｲ ｻﾅ               中学（2）39 女子 自由形   50m 13才

中学（2）40 女子 自由形  100m 13才

合葉　愛美           ｱｲﾊﾞ ﾏﾅﾐ             中学（1）41 女子 自由形   50m 13才

中学（1）42 女子 バタフライ   50m 13才

工藤しゅり           ｸﾄﾞｳ ｼｭﾘ             小学（6）43 女子 自由形   50m 12才

小学（6）44 女子 自由形  100m 12才

佐藤　来美           ｻﾄｳ ｸﾐ               小学（5）45 女子 自由形   50m 11才

小学（5）46 女子 バタフライ   50m 11才

平井　那歩           ﾋﾗｲ ﾅｵ               小学（5）47 女子 自由形   50m 11才

小学（5）48 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）49 女子 個人メドレー  200m 11才
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池本　涼乃           ｲｹﾓﾄ ｽｽﾞﾉ            小学（4）50 女子 自由形   50m 10才

小学（4）51 女子 バタフライ   50m 10才

合葉　安香           ｱｲﾊﾞ ﾔｽｶ             小学（4）52 女子 自由形   50m 10才

27/52 ページ2018年12月12日 8:04:20



第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28835
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ神戸
性別: 申込種目:

岡田　瞬介           ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ           高校（2）1 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

竹中　綾一           ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ           高校（2）3 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）5 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

岡田　遥斗           ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ             高校（1）6 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）7 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

前田　駿太           ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ            中学（3）8 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）9 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）10 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

岡﨑　太暉           ｵｶｻﾞｷ ﾀｲｷ            中学（2）11 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）12 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）13 男子 個人メドレー  200m 14才

大橋　空翔           ｵｵﾊｼ ｿﾗ              中学（2）14 男子 自由形  100m 14才

中学（2）15 男子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）16 男子 平泳ぎ  100m 14才

北村　鷹斗           ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾄ             中学（1）17 男子 自由形   50m 13才

中学（1）18 男子 自由形  100m 13才

藤本　大輝           ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｷ            中学（1）19 男子 自由形   50m 13才

中学（1）20 男子 自由形  100m 13才

中学（1）21 男子 自由形  200m 13才

小池　貴之           ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ             中学（1）22 男子 自由形  100m 13才

中学（1）23 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）24 男子 個人メドレー  200m 13才

香川　将輝           ｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ             小学（6）25 男子 自由形  200m 12才

小学（6）26 男子 バタフライ   50m 12才

小学（6）27 男子 バタフライ  100m 12才

髙橋　悠斗           ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ             小学（6）28 男子 自由形  200m 12才

小学（6）29 男子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）30 男子 個人メドレー  200m 12才

小川　功貴           ｵｶﾞﾜ ｱﾂｷ             小学（6）31 男子 自由形   50m 11才

小学（6）32 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）33 男子 平泳ぎ  100m 11才

竹内　陽祐           ﾀｹｳﾁ ﾖｳｽｹ            小学（5）34 男子 自由形   50m 11才

小学（5）35 男子 自由形  100m 11才

小学（5）36 男子 自由形  200m 11才

青木　浩亮           ｱｵｷ ｺｳｽｹ             小学（5）37 男子 自由形   50m 11才

小学（5）38 男子 自由形  100m 11才

小学（5）39 男子 個人メドレー  200m 11才

渡邊　竣哉           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ           小学（5）40 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）41 男子 背泳ぎ  100m 11才

小学（5）42 男子 個人メドレー  200m 11才

髙橋　健人           ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ             小学（3）43 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）44 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

雲田　里奈           ｸﾓﾀﾞ ﾘﾅ              高校（2）45 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）46 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）47 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

菅原　愛夏           ｽｶﾞﾊﾗ ｱｲｶ            高校（1）48 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）49 女子 自由形  100m 15･16才
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桝田　夕葵           ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ             高校（1）50 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）51 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）52 女子 自由形  200m 15･16才

大橋　鈴羅           ｵｵﾊｼ ﾚｲﾗ             中学（3）53 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）54 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）55 女子 バタフライ   50m 15･16才

貴島風海香           ｷｼﾞﾏ ﾌｳｶ             中学（3）56 女子 自由形   50m 15･16才

中学（3）57 女子 自由形  100m 15･16才

松本　　涼           ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ             中学（3）58 女子 平泳ぎ  100m 14才

中学（3）59 女子 平泳ぎ  200m 14才

中学（3）60 女子 個人メドレー  200m 14才

片山　珠里           ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ            中学（2）61 女子 自由形   50m 14才

中学（2）62 女子 自由形  100m 14才

渡邉　美日           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾊﾙ            中学（2）63 女子 自由形   50m 13才

中学（2）64 女子 バタフライ   50m 13才

中学（2）65 女子 個人メドレー  200m 13才

前田　七海           ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ             中学（1）66 女子 自由形   50m 13才

中学（1）67 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）68 女子 個人メドレー  200m 13才

明石　　鈴           ｱｶｼ ﾘﾝ               中学（1）69 女子 自由形   50m 13才

中学（1）70 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）71 女子 背泳ぎ  100m 13才

本村　珠希           ﾓﾄﾑﾗ ﾐﾂｷ             中学（1）72 女子 自由形   50m 13才

中学（1）73 女子 自由形  100m 13才

片山　咲花           ｶﾀﾔﾏ ｻｷｶ             小学（6）74 女子 自由形   50m 11才

小学（6）75 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）76 女子 個人メドレー  200m 11才

菅原　凛夏           ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ            小学（5）77 女子 自由形   50m 11才

小学（5）78 女子 バタフライ   50m 11才

明石　凜真           ｱｶｼ ﾘﾏ               小学（5）79 女子 自由形   50m 11才

小学（5）80 女子 自由形  100m 11才

小学（5）81 女子 バタフライ   50m 11才

前田　叶海           ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾐ             小学（3）82 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）83 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）84 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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島田　滉士           ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ             高校（2）1 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

長堂　光汰           ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｺｳﾀ           高校（2）3 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）4 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

三坂　柾貴           ﾐｻｶ ﾏｻｷ              高校（2）5 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）6 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

吉田　怜央           ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ              高校（2）7 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

柳内雄一郎           ﾔﾅｷﾞｳﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ        高校（2）8 男子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）9 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）10 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大西　　徹           ｵｵﾆｼ ﾄｵﾙ             高校（2）11 男子 自由形   50m 15･16才

高校（2）12 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

岡原　壮太           ｵｶﾊﾗ ｿｳﾀ             高校（1）13 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）14 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

神山　亮也           ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳﾔ            高校（1）15 男子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）16 男子 平泳ぎ  200m 15･16才

中嶌　俊介           ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ          高校（1）17 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）18 男子 自由形  100m 15･16才

長島京志郎           ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ         中学（3）19 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）20 男子 自由形  200m 15･16才

江副　澪音           ｴｿﾞｴ ﾚｵﾝ             中学（3）21 男子 自由形 1500m 15･16才

村上　汰晟           ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ            中学（3）22 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）23 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

辻阪　昭弘           ﾂｼﾞｻｶ ｱｷﾋﾛ           中学（1）24 男子 自由形  100m 13才

中学（1）25 男子 自由形  200m 13才

中学（1）26 男子 自由形  400m 13才

新谷　琉偉           ｼﾝﾀﾆ ﾙｲ              中学（1）27 男子 自由形   50m 13才

中学（1）28 男子 自由形  100m 13才

中学（1）29 男子 自由形  200m 13才

村上　徹平           ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ           小学（6）30 男子 自由形   50m 12才

小学（6）31 男子 自由形  100m 12才

小学（6）32 男子 自由形  200m 12才

川上　　晴           ｶﾜｶﾐ ﾊﾙ              小学（6）33 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）34 男子 平泳ぎ  100m 11才

小学（6）35 男子 個人メドレー  200m 11才

山下　凌生           ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｾｲ           小学（6）36 男子 自由形   50m 11才

小学（6）37 男子 平泳ぎ   50m 11才

芦田　悠太           ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ             小学（5）38 男子 自由形   50m 11才

小学（5）39 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）40 男子 バタフライ  100m 11才

磯崎　優大           ｲｿｻﾞｷ ﾕｳﾀ            小学（5）41 男子 バタフライ   50m 10才

小学（5）42 男子 個人メドレー  200m 10才

兼井　陸成           ｶﾈｲ ﾘｸﾄ              小学（5）43 男子 自由形   50m 10才

小学（5）44 男子 自由形  100m 10才

小学（5）45 男子 個人メドレー  200m 10才

岡原　瑛吾           ｵｶﾊﾗ ｴｲｺﾞ            小学（4）46 男子 自由形   50m 10才

小学（4）47 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）48 男子 個人メドレー  200m 10才

石田　唯翔           ｲｼﾀﾞ ﾕｲﾄ             小学（4）49 男子 自由形   50m 10才
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石田　唯翔           ｲｼﾀﾞ ﾕｲﾄ             小学（4）50 男子 自由形  100m 10才

平山　千尋           ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾋﾛ             高校（2）51 女子 バタフライ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）52 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）53 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

北見　茉暖           ｷﾀﾐ ﾏﾉﾝ              高校（2）54 女子 自由形  100m 15･16才

高校（2）55 女子 自由形  200m 15･16才

山口　愛結           ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕ             高校（1）56 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）57 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）58 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

湯口　百恵           ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ             高校（1）59 女子 バタフライ  100m 15･16才

高校（1）60 女子 バタフライ  200m 15･16才

稲葉　優果           ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｶ             高校（1）61 女子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）62 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）63 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

新井　杏奈           ｱﾗｲ ｱﾝﾅ              中学（3）64 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）65 女子 自由形  200m 15･16才

中嶌　楓花           ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ            中学（2）66 女子 自由形  100m 14才

中学（2）67 女子 自由形  200m 14才

浅井　杏香           ｱｻｲ ﾓﾓｶ              小学（6）68 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）69 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）70 女子 個人メドレー  200m 12才

井村　凪瀬           ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ             小学（6）71 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）72 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）73 女子 個人メドレー  200m 12才

田村　朱里           ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ              小学（6）74 女子 自由形  200m 12才

小学（6）75 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）76 女子 バタフライ  100m 12才

尾川ひなた           ｵｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ             小学（6）77 女子 自由形   50m 11才

小学（6）78 女子 自由形  100m 11才

小学（6）79 女子 自由形  200m 11才

辻阪　若菜           ﾂｼﾞｻｶ ﾜｶﾅ            小学（5）80 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）81 女子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）82 女子 個人メドレー  200m 11才

角　　美空           ｽﾐ ﾐｿﾗ               小学（4）83 女子 自由形   50m 10才

小学（4）84 女子 個人メドレー  200m 10才

西尾　柚乃           ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ             小学（4）85 女子 自由形   50m 9才以下

小学（4）86 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）87 女子 個人メドレー  200m 9才以下

江端美月季           ｴﾊﾞﾀ ﾐﾂﾞｷ            小学（3）88 女子 バタフライ   50m 9才以下
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28843
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ川西
性別: 申込種目:

小島　慎也           ｺｼﾞﾏ ｼﾝﾔ             高校（3）1 男子 背泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 背泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 背泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

長谷川翔土           ﾊｾｶﾞﾜ ｶｹﾄ            中学（2）4 男子 自由形  200m 13才

中学（2）5 男子 平泳ぎ  100m 13才

長谷川敦己           ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ            小学（6）6 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）7 男子 平泳ぎ  100m 11才

今城　海翔           ｲﾏｼﾛ ｶｲﾄ             小学（4）8 男子 自由形  100m 10才

辻　　聡司           ﾂｼﾞ ｿｳｼ              小学（4）9 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）10 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（4）11 男子 個人メドレー  200m 9才以下

橋本夏菜恵           ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ             中学（2）12 女子 自由形  100m 14才

中学（2）13 女子 自由形  200m 14才

平井　和実           ﾋﾗｲ ﾅｺﾞﾐ             中学（1）14 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）15 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）16 女子 バタフライ  200m 13才

杉原　心雪           ｽｷﾞﾊﾗ ｺﾕｷ            中学（1）17 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）18 女子 平泳ぎ  200m 13才

穂鷹　奈々           ﾎﾀｶ ﾅﾅ               中学（1）19 女子 自由形   50m 12才

中学（1）20 女子 自由形  100m 12才

鈴木　華凛           ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ             中学（1）21 女子 背泳ぎ   50m 12才

中学（1）22 女子 背泳ぎ  100m 12才

友利　梨穂           ﾄﾓﾘ ﾘﾎ               小学（6）23 女子 自由形   50m 12才

小学（6）24 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）25 女子 平泳ぎ   50m 12才

原口　かな           ﾊﾗｸﾞﾁ ｶﾅ             小学（4）26 女子 自由形   50m 10才

小学（4）27 女子 自由形  200m 10才

小学（4）28 女子 背泳ぎ   50m 10才

鈴木　葵絆           ｽｽﾞｷ ｷｽﾞﾅ            小学（2）29 女子 自由形   50m 9才以下

小学（2）30 女子 自由形  100m 9才以下
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28855
氏名: カナ: 学校:No.:

伊丹有岡ＳＳ
性別: 申込種目:

末永　航揮           ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ            高校（2）1 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

東海　晶大           ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾀ            高校（2）3 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小川　　輝           ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ             高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16才

高校（1）5 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）6 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

今仲　達貴           ｲﾏﾅｶ ﾀﾂｷ             高校（1）7 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）8 男子 自由形  100m 15･16才

山根　力丸           ﾔﾏﾈ ﾘｷﾏﾙ             中学（1）9 男子 自由形  100m 13才

中学（1）10 男子 平泳ぎ  100m 13才

平野　維吹           ﾋﾗﾉ ｲﾌﾞｷ             小学（5）11 男子 自由形  100m 11才

小学（5）12 男子 自由形  200m 11才

小学（5）13 男子 個人メドレー  200m 11才

三路　瑞生           ｻﾝｼﾞ ﾐｽﾞｷ            小学（5）14 男子 自由形   50m 11才

小学（5）15 男子 自由形  100m 11才

小学（5）16 男子 自由形  200m 11才

前田　栄昇           ﾏｴﾀﾞ ｴｲｼｮｳ           小学（5）17 男子 自由形   50m 11才

小学（5）18 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）19 男子 個人メドレー  200m 11才

村上　裕紀           ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ             小学（3）20 男子 自由形   50m 9才以下

塩見　千里           ｼｵﾐ ﾁｻﾄ              中学（2）21 女子 自由形  100m 14才

中学（2）22 女子 自由形  200m 14才

大木　咲季           ｵｵｷ ｻｷ               中学（2）23 女子 自由形   50m 13才

中学（2）24 女子 自由形  100m 13才

中学（2）25 女子 自由形  200m 13才

諏訪ひかり           ｽﾜ ﾋｶﾘ               中学（1）26 女子 自由形  100m 13才

中学（1）27 女子 自由形  200m 13才

仲　　綾里           ﾅｶ ｱﾔﾘ               中学（1）28 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）29 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）30 女子 背泳ぎ  200m 13才

今仲　陽菜           ｲﾏﾅｶ ﾊﾙﾅ             中学（1）31 女子 自由形   50m 13才

中学（1）32 女子 自由形  100m 13才

中学（1）33 女子 自由形  200m 13才

一柳　咲音           ﾋﾄﾂﾔﾅｷﾞ ｻｷﾈ          小学（6）34 女子 自由形  100m 12才

小学（6）35 女子 自由形  200m 12才

小学（6）36 女子 個人メドレー  200m 12才

浅川　真優           ｱｻｶﾜ ﾏﾕ              小学（6）37 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）38 女子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）39 女子 個人メドレー  200m 12才

加治屋歩泉           ｶｼﾞﾔ ｱﾕﾐ             小学（5）40 女子 自由形   50m 11才

小学（5）41 女子 自由形  100m 11才

小学（5）42 女子 自由形  200m 11才

上田　柚希           ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞｷ            小学（4）43 女子 自由形   50m 10才

小学（4）44 女子 自由形  100m 10才

小学（4）45 女子 背泳ぎ   50m 10才

石原　桜空           ｲｼﾊﾗ ｻﾗ              小学（3）46 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

井手口愛依           ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾒｲ            小学（3）47 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）48 女子 バタフライ   50m 9才以下

廣江　佐希           ﾋﾛｴ ｻｷ               小学（3）49 女子 平泳ぎ   50m 9才以下
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28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田
性別: 申込種目:

菖池　竜輝           ｼｮｳｲｹ ﾀﾂｷ            高校（3）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）3 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

阪口　詞音           ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ            高校（1）4 男子 自由形 1500m 15･16才

高校（1）5 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）6 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

藤田　青海           ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｮｳ            中学（3）7 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）8 男子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）9 男子 バタフライ  200m 15･16才

米田　大輝           ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ             中学（3）10 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）11 男子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）12 男子 バタフライ   50m 15･16才

土屋航太郎           ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ            中学（3）13 男子 自由形  100m 14才

中学（3）14 男子 背泳ぎ   50m 14才

中学（3）15 男子 背泳ぎ  200m 14才

森田　泰斗           ﾓﾘﾀ ﾀｲﾄ              中学（2）16 男子 自由形  100m 14才

中学（2）17 男子 自由形  200m 14才

中学（2）18 男子 自由形  400m 14才

山﨑　海璃           ﾔﾏｻﾞｷ ｶｲﾘ            小学（6）19 男子 自由形  100m 12才

小学（6）20 男子 自由形  200m 12才

小学（6）21 男子 バタフライ   50m 12才

森田　海里           ﾓﾘﾀ ｶｲﾘ              小学（6）22 男子 自由形  200m 11才

小学（6）23 男子 バタフライ   50m 11才

小学（6）24 男子 個人メドレー  200m 11才

水谷　修大           ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭｳﾀ           小学（5）25 男子 自由形   50m 11才

小学（5）26 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）27 男子 背泳ぎ  100m 11才

野中　康貴           ﾉﾅｶ ｺｳｷ              小学（5）28 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）29 男子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）30 男子 個人メドレー  200m 11才

米田　知輝           ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓｷ             小学（4）31 男子 自由形   50m 10才

小学（4）32 男子 自由形  100m 10才

小学（4）33 男子 個人メドレー  200m 10才

鶴田　亮介           ﾂﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ            小学（3）34 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）35 男子 自由形  100m 9才以下

小学（3）36 男子 個人メドレー  200m 9才以下

宮下　智幸           ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾕｷ            小学（3）37 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）38 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）39 男子 バタフライ  100m 9才以下

荻野　隼斗           ｵｷﾞﾉ ﾊﾔﾄ             小学（2）40 男子 自由形   50m 9才以下

小学（2）41 男子 自由形  100m 9才以下

小学（2）42 男子 個人メドレー  200m 9才以下

庄司　拓真           ｼｮｳｼﾞ ﾀｸﾏ            小学（2）43 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（2）44 男子 バタフライ   50m 9才以下

小学（2）45 男子 個人メドレー  200m 9才以下

岡田　侑奈           ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ              高校（2）46 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）47 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）48 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

上田　幸歩           ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ              高校（1）49 女子 自由形  200m 15･16才
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上田　幸歩           ｶﾐﾀ ﾕｷﾎ              高校（1）50 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）51 女子 自由形  800m 15･16才

岩永なつみ           ｲﾜﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ            高校（1）52 女子 自由形  400m 15･16才

高校（1）53 女子 個人メドレー  200m 15･16才

高校（1）54 女子 個人メドレー  400m 15･16才

三原梨紗子           ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ              中学（3）55 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）56 女子 バタフライ  200m 15･16才

中学（3）57 女子 個人メドレー  200m 15･16才

酒井　優真           ｻｶｲ ﾕﾏ               中学（3）58 女子 自由形  400m 14才

中学（3）59 女子 個人メドレー  200m 14才

中学（3）60 女子 個人メドレー  400m 14才

庄司　彩花           ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ            中学（1）61 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）62 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）63 女子 バタフライ  200m 13才

兵庫　由萌           ﾋｮｳｺﾞ ﾕﾒ             中学（1）64 女子 自由形   50m 12才

中学（1）65 女子 自由形  100m 12才

中学（1）66 女子 自由形  200m 12才

木村　栞夏           ｷﾑﾗ ｶﾝﾅ              小学（5）67 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）68 女子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）69 女子 個人メドレー  200m 11才

花岡　菜海           ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ             小学（5）70 女子 自由形  200m 11才

小学（5）71 女子 バタフライ  100m 11才

小学（5）72 女子 個人メドレー  200m 11才

北本　悠那           ｷﾀﾓﾄ ﾕﾅ              小学（5）73 女子 自由形  100m 11才

小学（5）74 女子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）75 女子 個人メドレー  200m 11才

長谷川和奏           ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ            小学（4）76 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）77 女子 平泳ぎ  100m 10才

小学（4）78 女子 バタフライ   50m 10才

山口　華凜           ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ            小学（4）79 女子 自由形  200m 10才

小学（4）80 女子 バタフライ  100m 10才

小学（4）81 女子 個人メドレー  200m 10才

吉田　陽奈           ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ              小学（4）82 女子 自由形  100m 10才

小学（4）83 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）84 女子 背泳ぎ  100m 10才

北本　　樹           ｷﾀﾓﾄ ｲﾂｷ             小学（3）85 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）86 女子 自由形  100m 9才以下

小学（3）87 女子 個人メドレー  200m 9才以下

岩宮　早織           ｲﾜﾐﾔ ｻｵﾘ             小学（3）88 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）89 女子 自由形  100m 9才以下

小学（3）90 女子 自由形  200m 9才以下

大﨑　咲良           ｵｵｻｷ ｻｸﾗ             小学（3）91 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）92 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）93 女子 個人メドレー  200m 9才以下

二杉　琉花           ﾆｽｷﾞ ﾙｶ              小学（2）94 女子 自由形   50m 9才以下

小学（2）95 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（2）96 女子 個人メドレー  200m 9才以下
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28866
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ加西
性別: 申込種目:

岡　　謙佑           ｵｶ ｹﾝｽｹ              中学（3）1 男子 自由形  400m 15･16才

中学（3）2 男子 自由形 1500m 15･16才

中学（3）3 男子 個人メドレー  400m 15･16才

川野　泰雅           ｶﾜﾉ ﾀｲｶﾞ             中学（1）4 男子 自由形   50m 13才

中学（1）5 男子 バタフライ   50m 13才

中学（1）6 男子 個人メドレー  200m 13才

川野　愛弥           ｶﾜﾉ ｱﾐ               高校（1）7 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）8 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）9 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

蔦川　真優           ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ             中学（1）10 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）11 女子 背泳ぎ  200m 13才

中学（1）12 女子 個人メドレー  200m 13才

岡本　和奈           ｵｶﾓﾄ ﾅﾅ              小学（6）13 女子 自由形  100m 12才

小学（6）14 女子 個人メドレー  200m 12才

梅田　遥可           ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙｶ             小学（4）15 女子 自由形  100m 10才

小学（4）16 女子 個人メドレー  200m 10才

岡本　瑞生           ｵｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ            小学（4）17 女子 自由形   50m 10才

小学（4）18 女子 バタフライ   50m 10才

笠川　紗里           ｶｻｶﾞﾜ ｻﾘ             小学（4）19 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（4）20 女子 バタフライ  100m 9才以下

住田　乙姫           ｽﾐﾀﾞ ｲﾂｷ             小学（3）21 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）22 女子 個人メドレー  200m 9才以下

28867
氏名: カナ: 学校:No.:

ＧＵＮＺＥ
性別: 申込種目:

船本　幸輝           ﾌﾅﾓﾄ ｺｳｷ             高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

畑地　優吾           ﾊﾀｼﾞ ﾕｳｺﾞ            高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）4 男子 自由形  100m 15･16才

船本　敬人           ﾌﾅﾓﾄ ｹｲﾄ             中学（3）5 男子 自由形   50m 14才

中学（3）6 男子 自由形  100m 14才

桜井　研弥           ｻｸﾗｲ ｹﾝﾔ             中学（2）7 男子 自由形  400m 13才

大木　悠冴           ｵｵｷ ﾕｳｺﾞ             小学（4）8 男子 自由形  100m 10才

小学（4）9 男子 自由形  200m 10才

小学（4）10 男子 個人メドレー  200m 10才

大内　万琴           ｵｵｳﾁ ﾏｺﾄ             高校（1）11 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）12 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

長　　雛世           ｵｻ ﾋﾅｾ               中学（1）13 女子 自由形  100m 13才

荒本　美佑           ｱﾗﾓﾄ ﾐﾕｳ             小学（4）14 女子 自由形   50m 10才

小学（4）15 女子 自由形  200m 10才

小学（4）16 女子 個人メドレー  200m 10才

36/52 ページ2018年12月12日 8:04:21



第45回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会登録団体別申込種目一覧表

28869
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ大久保
性別: 申込種目:

舌間　悠人           ｼﾀﾏ ﾊﾙﾄ              中学（2）1 男子 自由形  100m 14才

中学（2）2 男子 背泳ぎ  100m 14才

中学（2）3 男子 個人メドレー  200m 14才

稲村　太陽           ｲﾅﾑﾗ ﾀｲﾖｳ            中学（2）4 男子 自由形   50m 14才

中学（2）5 男子 自由形  100m 14才

中学（2）6 男子 自由形  200m 14才

久保　怜夢           ｸﾎﾞ ﾚｲﾑ              中学（2）7 男子 自由形   50m 14才

大森　達稀           ｵｵﾓﾘ ﾀﾂｷ             中学（2）8 男子 自由形   50m 14才

中学（2）9 男子 自由形  100m 14才

中学（2）10 男子 平泳ぎ  100m 14才

中塚　一真           ﾅｶﾂｶ ｲｯｼﾝ            中学（2）11 男子 自由形   50m 14才

中学（2）12 男子 自由形  100m 14才

中学（2）13 男子 自由形  200m 14才

古閑　竜輝           ｺｶﾞ ﾘｭｳｷ             中学（1）14 男子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）15 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）16 男子 平泳ぎ  200m 13才

西馬　雄大           ﾆｼｳﾏ ﾕｳﾀ             中学（1）17 男子 自由形   50m 13才

中学（1）18 男子 自由形  100m 13才

中学（1）19 男子 自由形  200m 13才

橋本　優也           ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ             中学（1）20 男子 自由形   50m 13才

藤井虎太朗           ﾌｼﾞｲ ｺﾀﾛｳ            中学（1）21 男子 自由形  100m 13才

中学（1）22 男子 自由形  200m 13才

長戸　春樹           ﾅｶﾞﾄ ﾊﾙｷ             中学（1）23 男子 自由形   50m 12才

中学（1）24 男子 自由形  100m 12才

中学（1）25 男子 バタフライ  100m 12才

森　　颯汰           ﾓﾘ ｿｳﾀ               小学（6）26 男子 自由形   50m 12才

小学（6）27 男子 自由形  100m 12才

小学（6）28 男子 自由形  200m 12才

破魔　翔舞           ﾊﾏ ｼｮｳﾏ              小学（6）29 男子 自由形   50m 12才

小学（6）30 男子 バタフライ  100m 12才

木下　誠覇           ｷﾉｼﾀ ﾅﾙﾊ             小学（6）31 男子 自由形   50m 12才

小学（6）32 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）33 男子 背泳ぎ  100m 12才

橋本　誠也           ﾊｼﾓﾄ ｾｲﾔ             小学（6）34 男子 自由形   50m 12才

島田琉之介           ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ          小学（5）35 男子 自由形   50m 11才

小学（5）36 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）37 男子 バタフライ  100m 11才

藤原　秀斗           ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾄ           小学（5）38 男子 自由形   50m 10才

小学（5）39 男子 自由形  100m 10才

森本ひなた           ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅﾀ             高校（1）40 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）41 女子 自由形  100m 15･16才

松野仁衣奈           ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ              中学（3）42 女子 自由形  100m 15･16才

中学（3）43 女子 自由形  200m 15･16才

中学（3）44 女子 自由形  400m 15･16才

筒井　絢夏           ﾂﾂｲ ｱﾔｶ              中学（2）45 女子 背泳ぎ   50m 14才

中学（2）46 女子 背泳ぎ  100m 14才

赤松いろは           ｱｶﾏﾂ ｲﾛﾊ             中学（2）47 女子 自由形  100m 14才

中学（2）48 女子 自由形  200m 14才

中学（2）49 女子 個人メドレー  200m 14才
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藤田　愛美           ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾐ             中学（1）50 女子 自由形   50m 13才

中学（1）51 女子 自由形  100m 13才

中学（1）52 女子 自由形  200m 13才

藤岡さくら           ﾌｼﾞｵｶ ｻｸﾗ            中学（1）53 女子 自由形  200m 13才

中学（1）54 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）55 女子 個人メドレー  200m 13才

厳樫　未緒           ｲｽﾞｶｼ ﾐｵ             中学（1）56 女子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）57 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）58 女子 背泳ぎ  200m 13才

梅田　歩実           ｳﾒﾀﾞ ｱﾕﾐ             小学（6）59 女子 自由形   50m 12才

小学（6）60 女子 自由形  100m 12才

小学（6）61 女子 自由形  200m 12才

松野　寿音           ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾈ             小学（5）62 女子 自由形   50m 11才

小学（5）63 女子 自由形  100m 11才

小学（5）64 女子 個人メドレー  200m 11才

西馬　奏美           ﾆｼｳﾏ ｶﾅﾐ             小学（5）65 女子 自由形   50m 10才

小学（5）66 女子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）67 女子 バタフライ   50m 10才

厳樫　未来           ｲｽﾞｶｼ ﾐｸ             小学（4）68 女子 自由形   50m 10才

小学（4）69 女子 自由形  100m 10才

小学（4）70 女子 平泳ぎ   50m 10才

荒木　未空           ｱﾗｷ ﾐｸ               小学（3）71 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）72 女子 バタフライ   50m 9才以下

小学（3）73 女子 個人メドレー  200m 9才以下

28870
氏名: カナ: 学校:No.:

武庫之荘ＳＳ
性別: 申込種目:

山田　海斗           ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ             中学（3）1 男子 個人メドレー  200m 15･16才

中学（3）2 男子 個人メドレー  400m 15･16才

竹内　慶悟           ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ            中学（1）3 男子 平泳ぎ  200m 13才

中学（1）4 男子 個人メドレー  200m 13才

三角　哲生           ﾐｽﾐ ﾃﾂｵ              中学（1）5 男子 自由形   50m 13才

中学（1）6 男子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）7 男子 個人メドレー  200m 13才

河野　颯太           ｶﾜﾉ ｿｳﾀ              中学（1）8 男子 バタフライ   50m 13才

三浦　涼誠           ﾐｳﾗ ﾘｮｳｾｲ            小学（6）9 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）10 男子 背泳ぎ  100m 12才

小学（6）11 男子 個人メドレー  200m 12才

下田　瑞希           ｼﾓﾀﾞ ﾐｽﾞｷ            小学（5）12 男子 自由形   50m 11才

小学（5）13 男子 自由形  100m 11才

小学（5）14 男子 平泳ぎ   50m 11才

平井　優大           ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ            小学（4）15 男子 自由形   50m 10才

小学（4）16 男子 自由形  100m 10才

小学（4）17 男子 バタフライ   50m 10才

上田　瑛太           ｳｴﾀﾞ ｴｲﾀ             小学（4）18 男子 自由形   50m 9才以下

小学（4）19 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（4）20 男子 バタフライ   50m 9才以下

山下　華凜           ﾔﾏｼﾀ ｶﾘﾝ             中学（2）21 女子 自由形   50m 14才

中学（2）22 女子 バタフライ  100m 14才

上田　結愛           ｳｴﾀﾞ ﾕﾒ              小学（5）23 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）24 女子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）25 女子 個人メドレー  200m 11才
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28872
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ網干
性別: 申込種目:

吉野　裕貴           ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ              高校（2）1 男子 自由形  400m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形 1500m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

小峯　輝羅           ｺﾐﾈ ｷﾗ               中学（2）3 男子 平泳ぎ  200m 14才

中学（2）4 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）5 男子 個人メドレー  400m 14才

八十　　碧           ﾔｿ ｱｵｲ               中学（2）6 男子 自由形  400m 14才

中学（2）7 男子 バタフライ  100m 14才

中学（2）8 男子 バタフライ  200m 14才

三木　颯翔           ﾐｷ ﾊﾔﾄ               中学（1）9 男子 自由形  200m 13才

中学（1）10 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）11 男子 背泳ぎ  200m 13才

児島　優叶           ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ             中学（1）12 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）13 男子 バタフライ  200m 13才

進藤　直人           ｼﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ            小学（6）14 男子 自由形   50m 12才

小学（6）15 男子 自由形  100m 12才

永島　昌悟           ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ          小学（6）16 男子 自由形   50m 11才

小学（6）17 男子 バタフライ   50m 11才

小学（6）18 男子 個人メドレー  200m 11才

内海　陽生           ｳﾂﾐ ﾊﾙｷ              小学（5）19 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）20 男子 個人メドレー  200m 11才

清水　梨功           ｼﾐｽﾞ ﾘｸ              小学（5）21 男子 個人メドレー  200m 11才

木下倫太郎           ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ           小学（5）22 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（5）23 男子 平泳ぎ  100m 10才

小学（5）24 男子 個人メドレー  200m 10才

岡本　一歩           ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ            小学（4）25 男子 自由形  100m 10才

小学（4）26 男子 自由形  200m 10才

小学（4）27 男子 バタフライ  100m 10才

佐藤煌太朗           ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ            小学（4）28 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）29 男子 背泳ぎ  100m 10才

小学（4）30 男子 バタフライ   50m 10才

宮野　蒼芭           ﾐﾔﾉ ｱｵﾊﾞ             小学（4）31 男子 自由形   50m 10才

小学（4）32 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）33 男子 平泳ぎ  100m 10才

松尾　悠世           ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ             小学（4）34 男子 個人メドレー  200m 10才

西雄　友隼           ﾆｼｵ ﾕｳﾄ              小学（4）35 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）36 男子 背泳ぎ  100m 10才

小学（4）37 男子 バタフライ   50m 10才

内海　暁翔           ｳﾂﾐ ｱｷﾄ              小学（4）38 男子 自由形  200m 10才

小学（4）39 男子 背泳ぎ  100m 10才

小学（4）40 男子 バタフライ  100m 10才

竹本　蒼志           ﾀｹﾓﾄ ｿｳｼ             小学（3）41 男子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）42 男子 平泳ぎ  100m 9才以下

小学（3）43 男子 個人メドレー  200m 9才以下

間彦　秀亮           ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ            小学（3）44 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）45 男子 バタフライ  100m 9才以下

小学（3）46 男子 個人メドレー  200m 9才以下

福田　萌乃           ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ             高校（2）47 女子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）48 女子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）49 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
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児島　弥優           ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ              中学（3）50 女子 バタフライ  100m 15･16才

中学（3）51 女子 バタフライ  200m 15･16才

西雄　愛莉           ﾆｼｵ ｱｲﾘ              中学（1）52 女子 自由形   50m 13才

中学（1）53 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）54 女子 バタフライ  100m 13才

林　　桜子           ﾊﾔｼ ｻｸﾗｺ             小学（6）55 女子 自由形   50m 12才

小学（6）56 女子 背泳ぎ   50m 12才

溝端　友美           ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ           小学（6）57 女子 バタフライ   50m 12才

宮野　　心           ﾐﾔﾉ ｺｺﾛ              小学（6）58 女子 自由形   50m 12才

浅見　優希           ｱｻﾐ ﾕｳｷ              小学（3）59 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）60 女子 背泳ぎ   50m 9才以下

天川　心結           ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ              小学（3）61 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）62 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）63 女子 個人メドレー  200m 9才以下

塚原　　楽           ﾂｶﾊﾗ ｻｻ              小学（3）64 女子 自由形  100m 9才以下

小学（3）65 女子 平泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）66 女子 平泳ぎ  100m 9才以下

28876
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＩ豊岡
性別: 申込種目:

村尾　侑哉           ﾑﾗｵ ﾕｳﾔ              高校（2）1 男子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）2 男子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）3 男子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

関　　弘翔           ｾｷ ﾋﾛﾄ               中学（2）4 男子 自由形  100m 14才

中学（2）5 男子 自由形  200m 14才

中学（2）6 男子 バタフライ  100m 14才

レッジークリスチ     ﾚｯｼﾞｰ ｸﾘｽﾁｬﾝ         中学（2）7 男子 自由形   50m 14才

中学（2）8 男子 自由形  200m 14才

中学（2）9 男子 バタフライ  100m 14才

濱本　晃綺           ﾊﾏﾓﾄ ｺｳｷ             中学（2）10 男子 自由形  100m 13才

中学（2）11 男子 自由形  200m 13才

中学（2）12 男子 自由形  400m 13才

浅貝　宇汰           ｱｻｶｲ ｳﾀ              中学（1）13 男子 自由形  100m 13才

中学（1）14 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）15 男子 個人メドレー  200m 13才

石田　拓也           ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ             中学（1）16 男子 自由形  100m 13才

中学（1）17 男子 自由形  200m 13才

中学（1）18 男子 自由形  400m 13才

三森　康生           ﾐﾂﾓﾘ ｺｳｾｲ            小学（2）19 男子 自由形   50m 9才以下

小学（2）20 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

金納　恋海           ｶﾉｳ ｺｳﾐ              高校（1）21 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）22 女子 自由形  100m 15･16才

高校（1）23 女子 自由形  200m 15･16才
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氏名: カナ: 学校:No.:

マック武庫川
性別: 申込種目:

宇野　　陸           ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ              中学（3）1 男子 自由形  400m 14才

中学（3）2 男子 バタフライ  100m 14才

中学（3）3 男子 バタフライ  200m 14才

中村　陽太           ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ             中学（1）4 男子 自由形  100m 13才

中学（1）5 男子 自由形  200m 13才

中晴　達哉           ﾅｶﾊﾙ ﾀﾂﾔ             中学（1）6 男子 背泳ぎ   50m 13才

辻森　魁人           ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ            中学（1）7 男子 自由形  100m 12才

中学（1）8 男子 自由形  400m 12才

田中　優音           ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ              小学（6）9 男子 自由形   50m 12才

小学（6）10 男子 自由形  100m 12才

小学（6）11 男子 自由形  200m 12才

田中　琉生           ﾀﾅｶ ﾙｲ               小学（5）12 男子 自由形   50m 10才

小学（5）13 男子 自由形  100m 10才

小学（5）14 男子 個人メドレー  200m 10才

葛原　悠大           ｸｽﾞﾊﾗ ﾊﾙﾄ            小学（4）15 男子 自由形   50m 10才

小学（4）16 男子 自由形  100m 10才

小学（4）17 男子 個人メドレー  200m 10才

葛井あすか           ｶﾂｲ ｱｽｶ              高校（2）18 女子 平泳ぎ   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）19 女子 平泳ぎ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）20 女子 平泳ぎ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

中嶋望々花           ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ            高校（1）21 女子 背泳ぎ  100m 15･16才

高校（1）22 女子 背泳ぎ  200m 15･16才

田中　恵梨           ﾀﾅｶ ｴﾘ               中学（2）23 女子 平泳ぎ   50m 14才

中学（2）24 女子 平泳ぎ  100m 14才

米田　　華           ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾅ              中学（1）25 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）26 女子 バタフライ  200m 13才

柴田　芽依           ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ              中学（1）27 女子 バタフライ   50m 13才

中学（1）28 女子 バタフライ  100m 13才

柏原　知優           ｶｼﾊﾗ ﾁﾋﾛ             中学（1）29 女子 自由形   50m 13才

中学（1）30 女子 個人メドレー  200m 13才

松本　尚子           ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｺ             中学（1）31 女子 自由形  100m 13才

中学（1）32 女子 背泳ぎ  100m 13才

登山　優寿           ﾄﾔﾏ ﾕｽﾞ              中学（1）33 女子 自由形   50m 13才

中学（1）34 女子 自由形  100m 13才

中学（1）35 女子 自由形  200m 13才
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こうでら
性別: 申込種目:

上田　眞陽           ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾔ             中学（2）1 男子 自由形   50m 14才

中学（2）2 男子 自由形  100m 14才

中学（2）3 男子 自由形  200m 14才

山本　頼知           ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲﾁ             中学（1）4 男子 自由形  200m 13才

中学（1）5 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）6 男子 個人メドレー  400m 13才

平山　桃香           ﾋﾗﾔﾏ ﾓﾓｶ             中学（2）7 女子 自由形  200m 14才

中学（2）8 女子 自由形  400m 14才

中学（2）9 女子 バタフライ  100m 14才

林　　舞桜           ﾊﾔｼ ﾏｵ               小学（6）10 女子 自由形   50m 12才

小学（6）11 女子 バタフライ   50m 12才

平山しおり           ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ             小学（6）12 女子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）13 女子 背泳ぎ  100m 12才

木下　結愛           ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ             小学（6）14 女子 バタフライ   50m 12才

小学（6）15 女子 バタフライ  100m 12才

小学（6）16 女子 個人メドレー  200m 12才

川村　咲葵           ｶﾜﾑﾗ ｻｷ              小学（5）17 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）18 女子 平泳ぎ  100m 11才
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松下　奨武           ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾌﾞ           高校（2）1 男子 自由形  200m 15･16才

高校（2）2 男子 自由形  400m 15･16才

武本　優志           ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼ             高校（1）3 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）4 男子 バタフライ  100m 15･16才

寺田　亘伸           ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｼﾝ            高校（1）5 男子 自由形   50m 15･16才

高校（1）6 男子 自由形  200m 15･16才

児嶋　利弘           ｺｼﾞﾏ ﾘｸ              中学（3）7 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）8 男子 自由形  200m 15･16才

都染　拓真           ﾂｿﾞﾒ ﾀｸﾏ             中学（3）9 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）10 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）11 男子 自由形  200m 15･16才

武本　航志           ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ             中学（2）12 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）13 男子 バタフライ  100m 14才

多田　大悟           ﾀﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ            中学（1）14 男子 背泳ぎ   50m 13才

中学（1）15 男子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）16 男子 背泳ぎ  200m 13才

北口慎二郎           ｷﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞﾛｳ         小学（6）17 男子 自由形  100m 12才

小学（6）18 男子 自由形  200m 12才

小学（6）19 男子 個人メドレー  200m 12才

森本　陸王           ﾓﾘﾓﾄ ﾘｵ              小学（5）20 男子 自由形   50m 11才

小学（5）21 男子 自由形  100m 11才

小学（5）22 男子 自由形  200m 11才

石倉　大聖           ｲｼｸﾗ ﾀｲｾｲ            小学（3）23 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）24 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）25 男子 個人メドレー  200m 9才以下

有馬　鈴葉           ｱﾘﾏ ｽｽﾞﾊ             高校（2）26 女子 自由形   50m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（2）27 女子 個人メドレー  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

藤井　咲衣           ﾌｼﾞｲ ｻｴ              高校（1）28 女子 自由形  200m 15･16才

高校（1）29 女子 自由形  400m 15･16才

小東　あい           ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ             高校（1）30 女子 自由形   50m 15･16才

高校（1）31 女子 自由形  100m 15･16才

菅原　萌那           ｽｶﾞﾊﾗ ﾓｴﾅ            中学（3）32 女子 平泳ぎ   50m 15･16才

中学（3）33 女子 平泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）34 女子 平泳ぎ  200m 15･16才

松下　茜音           ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ             中学（2）35 女子 自由形  100m 14才

中学（2）36 女子 自由形  200m 14才

渡部　玲奈           ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ             中学（2）37 女子 自由形   50m 14才

中学（2）38 女子 自由形  100m 14才

安田　衣良           ﾔｽﾀﾞ ｿﾗ              中学（1）39 女子 自由形   50m 13才

中学（1）40 女子 自由形  100m 13才

中学（1）41 女子 背泳ぎ  100m 13才

髙山　瑠菜           ﾀｶﾔﾏ ﾙﾅ              中学（1）42 女子 自由形   50m 13才

中学（1）43 女子 自由形  100m 13才

中学（1）44 女子 個人メドレー  200m 13才

駒川　　零           ｺﾏｶﾞﾜ ﾚｲ             小学（6）45 女子 自由形  100m 12才

小学（6）46 女子 自由形  200m 12才

小学（6）47 女子 個人メドレー  200m 12才

花房樹咲里           ﾊﾅﾌｻ ｼﾞｭｴﾘ           小学（6）48 女子 自由形   50m 11才

小学（6）49 女子 自由形  100m 11才
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花房樹咲里           ﾊﾅﾌｻ ｼﾞｭｴﾘ           小学（6）50 女子 自由形  200m 11才

渡邊せいら           ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾗ            小学（5）51 女子 自由形   50m 11才

小学（5）52 女子 自由形  100m 11才

小学（5）53 女子 個人メドレー  200m 11才

石倉　凪彩           ｲｼｸﾗ ﾅｷﾞｻ            小学（5）54 女子 自由形   50m 11才

小学（5）55 女子 自由形  100m 11才

小学（5）56 女子 個人メドレー  200m 11才

森田　莉子           ﾓﾘﾀ ﾘｺ               小学（5）57 女子 自由形   50m 11才

小学（5）58 女子 自由形  200m 11才

小学（5）59 女子 個人メドレー  200m 11才

大西　璃杏           ｵｵﾆｼ ﾘｱﾝ             小学（5）60 女子 自由形   50m 11才

小学（5）61 女子 自由形  100m 11才

小学（5）62 女子 個人メドレー  200m 11才

多田　琴美           ﾀﾀﾞ ｺﾄﾐ              小学（4）63 女子 自由形   50m 10才

小学（4）64 女子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）65 女子 個人メドレー  200m 10才

北田一千咲           ｷﾀﾀﾞ ｲﾁｻ             小学（4）66 女子 自由形   50m 10才

小学（4）67 女子 自由形  100m 10才

小学（4）68 女子 個人メドレー  200m 10才
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Aqスポレスト
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袖野　椋可           ｿﾃﾞﾉ ﾘｮｳｶ            中学（3）1 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

中学（3）2 男子 背泳ぎ  200m 15･16才

木下　泰乙           ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾄ             中学（2）3 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）4 男子 平泳ぎ  200m 14才

中学（2）5 男子 個人メドレー  400m 14才

江口　遥都           ｴｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ             小学（5）6 男子 自由形   50m 11才

小学（5）7 男子 自由形  100m 11才

大野　遥斗           ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ              小学（4）8 男子 自由形   50m 10才

山本　隼士           ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ           小学（2）9 男子 自由形   50m 9才以下

木山　琴美           ｷﾔﾏ ｺﾄﾐ              高校（1）10 女子 自由形   50m 15･16才

丸井　花音           ﾏﾙｲ ｶﾉﾝ              中学（2）11 女子 自由形   50m 14才

中学（2）12 女子 自由形  100m 14才

中学（2）13 女子 自由形  200m 14才

野口　花音           ﾉｸﾞﾁ ｶﾉﾝ             中学（2）14 女子 自由形  100m 14才

中学（2）15 女子 自由形  200m 14才

中学（2）16 女子 自由形  400m 14才

長谷川結衣           ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｲ             中学（2）17 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（2）18 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（2）19 女子 平泳ぎ  200m 13才

板谷　紗瑛           ｲﾀﾀﾆ ｻｴ              中学（1）20 女子 バタフライ  100m 13才

中学（1）21 女子 バタフライ  200m 13才

今林　柚葉           ｲﾏﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ          中学（1）22 女子 自由形  100m 13才

中学（1）23 女子 自由形  200m 13才

中学（1）24 女子 自由形  400m 13才

坂口理彩子           ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ            中学（1）25 女子 自由形  100m 13才

中学（1）26 女子 自由形  200m 13才

中学（1）27 女子 自由形  400m 13才

樋口　実紅           ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ              中学（1）28 女子 背泳ぎ  100m 13才

中学（1）29 女子 背泳ぎ  200m 13才

阿部　　悠           ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ              中学（1）30 女子 平泳ぎ  100m 12才

中学（1）31 女子 個人メドレー  200m 12才

大野　麗奈           ｵｵﾉ ﾚﾅ               小学（6）32 女子 自由形  100m 12才

小学（6）33 女子 自由形  200m 12才

小学（6）34 女子 バタフライ  100m 12才

石川ひより           ｲｼｶﾜ ﾋﾖﾘ             小学（5）35 女子 平泳ぎ   50m 11才

鵜島あかり           ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ             小学（5）36 女子 自由形  100m 11才

小学（5）37 女子 自由形  200m 11才

小学（5）38 女子 個人メドレー  200m 11才

今林　小夏           ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ           小学（4）39 女子 自由形   50m 10才

小学（4）40 女子 自由形  100m 10才

小学（4）41 女子 個人メドレー  200m 10才
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岩井凌央斗           ｲﾜｲ ﾘｮｳﾄ             小学（6）1 男子 自由形  200m 12才

小学（6）2 男子 個人メドレー  200m 12才

田浦　　有           ﾀｳﾗ ﾕｳ               小学（5）3 男子 自由形   50m 11才

小学（5）4 男子 自由形  100m 11才

小学（5）5 男子 個人メドレー  200m 11才

魚﨑　寛生           ｳｵｻﾞｷ ｶﾝｾｲ           小学（5）6 男子 自由形  100m 11才

小学（5）7 男子 自由形  200m 11才

小学（5）8 男子 個人メドレー  200m 11才

川淵　雄斗           ｶﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ            小学（4）9 男子 自由形   50m 10才

小学（4）10 男子 自由形  100m 10才

小学（4）11 男子 背泳ぎ  100m 10才

田中　結奈           ﾀﾅｶ ﾕｲﾅ              中学（1）12 女子 平泳ぎ   50m 13才

中学（1）13 女子 平泳ぎ  100m 13才

菅　　愛歩           ｶﾝ ｱｲﾎ               小学（6）14 女子 自由形   50m 12才
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28895
氏名: カナ: 学校:No.:

ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野
性別: 申込種目:

西村　佑空           ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾄ             中学（2）1 男子 平泳ぎ  100m 14才

中学（2）2 男子 平泳ぎ  200m 14才

中学（2）3 男子 バタフライ  100m 14才

松村　駿佑           ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ           中学（1）4 男子 自由形   50m 13才

中学（1）5 男子 自由形  100m 13才

中学（1）6 男子 バタフライ  100m 13才

松尾　颯馬           ﾏﾂｵ ｿｳﾏ              中学（1）7 男子 自由形   50m 13才

中学（1）8 男子 自由形  100m 13才

中学（1）9 男子 個人メドレー  200m 13才

長谷川陽大           ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ            小学（6）10 男子 自由形   50m 12才

小学（6）11 男子 自由形  200m 12才

三村　優心           ﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾝ             小学（6）12 男子 バタフライ   50m 11才

小学（6）13 男子 個人メドレー  200m 11才

河合　仁楠           ｶﾜｲ ｼﾞﾅﾝ             小学（5）14 男子 自由形   50m 11才

小学（5）15 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）16 男子 バタフライ   50m 11才

友定　孝之           ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ           小学（5）17 男子 自由形   50m 11才

小学（5）18 男子 バタフライ   50m 11才

小学（5）19 男子 バタフライ  100m 11才

藤原　　慧           ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ             小学（4）20 男子 自由形   50m 10才

栗田蓮太郎           ｸﾘﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ            小学（4）21 男子 自由形   50m 10才

小学（4）22 男子 バタフライ   50m 10才

土井健太郎           ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ            小学（4）23 男子 個人メドレー  200m 10才

多鹿　左絵           ﾀｼﾞｶ ｻｴ              中学（2）24 女子 自由形   50m 14才

中学（2）25 女子 バタフライ   50m 14才

中学（2）26 女子 バタフライ  100m 14才

西村　伶音           ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ             小学（6）27 女子 自由形   50m 12才

小学（6）28 女子 自由形  100m 12才

小学（6）29 女子 バタフライ   50m 12才

村上　咲優           ﾑﾗｶﾐ ｻﾕ              小学（6）30 女子 自由形   50m 12才

小学（6）31 女子 自由形  200m 12才

小学（6）32 女子 バタフライ   50m 12才

掘井　小春           ﾎﾘｲ ｺﾊﾙ              小学（5）33 女子 背泳ぎ  100m 11才

西山菜乃華           ﾆｼﾔﾏ ﾅﾉﾊ             小学（5）34 女子 自由形  100m 11才

小学（5）35 女子 個人メドレー  200m 11才

掘井　愛乃           ﾎﾘｲ ｱｷﾉ              小学（3）36 女子 背泳ぎ   50m 9才以下
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28898
氏名: カナ: 学校:No.:

佐用ＳＳ
性別: 申込種目:

杵築　一流           ｷﾂﾞｷ ｲﾁﾙ             高校（1）1 男子 背泳ぎ   50m 15･16才

高校（1）2 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

原井　智貴           ﾊﾗｲ ﾄﾓｷ              中学（2）3 男子 自由形   50m 14才

中学（2）4 男子 バタフライ  100m 14才

古市　大和           ﾌﾙｲﾁ ﾔﾏﾄ             中学（2）5 男子 自由形  200m 14才

中学（2）6 男子 自由形  400m 14才

寺尾　達樹           ﾃﾗｵ ﾀﾂｷ              中学（2）7 男子 バタフライ   50m 13才

中学（2）8 男子 バタフライ  100m 13才

中学（2）9 男子 個人メドレー  200m 13才

大林　歩夢           ｵｵﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ           中学（1）10 男子 自由形   50m 13才

大林　想汰           ｵｵﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ           小学（5）11 男子 自由形  200m 11才

小学（5）12 男子 個人メドレー  200m 11才

石井　悠一           ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ             小学（5）13 男子 自由形  200m 11才

小学（5）14 男子 個人メドレー  200m 11才

赤松　与一           ｱｶﾏﾂ ﾖｲﾁ             小学（5）15 男子 自由形   50m 10才

小学（5）16 男子 自由形  100m 10才

小学（5）17 男子 背泳ぎ  100m 10才

寺尾　若葉           ﾃﾗｵ ﾜｶﾊﾞ             小学（6）18 女子 平泳ぎ   50m 12才

小学（6）19 女子 平泳ぎ  100m 12才

小学（6）20 女子 個人メドレー  200m 12才

西田実沙紀           ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ             小学（4）21 女子 自由形   50m 10才

小学（4）22 女子 自由形  100m 10才

小学（4）23 女子 個人メドレー  200m 10才

寺尾　来実           ﾃﾗｵ ｸﾙﾐ              小学（4）24 女子 個人メドレー  200m 10才
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28899
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ北神戸
性別: 申込種目:

植田　竜成           ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ           高校（3）1 男子 バタフライ  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）2 男子 バタフライ  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

大平　理登           ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾄ             中学（3）3 男子 バタフライ   50m 15･16才

中学（3）4 男子 バタフライ  200m 15･16才

中学（3）5 男子 個人メドレー  200m 15･16才

松村　一真           ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾏ            中学（2）6 男子 自由形   50m 14才

中学（2）7 男子 自由形  100m 14才

中学（2）8 男子 自由形  200m 14才

大谷　勇斗           ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ             中学（2）9 男子 個人メドレー  200m 14才

中学（2）10 男子 個人メドレー  400m 14才

谷口　歩夢           ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾕﾑ            中学（2）11 男子 個人メドレー  200m 14才

加登　結翔           ｶﾄｳ ﾕｲﾄ              中学（1）12 男子 自由形  200m 13才

中学（1）13 男子 自由形 1500m 13才

左脇　弘大           ｻﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ            中学（1）14 男子 自由形  100m 13才

中学（1）15 男子 自由形  200m 13才

中学（1）16 男子 個人メドレー  200m 13才

直井進太郎           ﾅｵｲ ｼﾝﾀﾛｳ            中学（1）17 男子 自由形   50m 13才

中学（1）18 男子 自由形  100m 13才

中学（1）19 男子 自由形  200m 13才

廣本　佑馬           ﾋﾛﾓﾄ ﾕｳﾏ             中学（1）20 男子 バタフライ  100m 13才

中学（1）21 男子 バタフライ  200m 13才

出羽　晃也           ｲｽﾞﾜ ｱｷﾔ             中学（1）22 男子 自由形   50m 13才

中学（1）23 男子 自由形  200m 13才

中学（1）24 男子 個人メドレー  200m 13才

瀧河　遼真           ﾀｷｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ           小学（6）25 男子 自由形  200m 12才

佐野　　聖           ｻﾉ ｺｳｷ               小学（6）26 男子 自由形   50m 12才

小学（6）27 男子 自由形  100m 12才

小学（6）28 男子 個人メドレー  200m 12才

加登　博翔           ｶﾄｳ ﾊｸﾄ              小学（6）29 男子 自由形  200m 12才

小学（6）30 男子 背泳ぎ   50m 12才

小学（6）31 男子 背泳ぎ  100m 12才

保田　侑槻           ﾔｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ            小学（5）32 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）33 男子 背泳ぎ  100m 11才

小学（5）34 男子 個人メドレー  200m 11才

梅鉢　大斗           ｳﾒﾊﾞﾁ ﾔﾏﾄ            小学（5）35 男子 自由形  100m 11才

小学（5）36 男子 自由形  200m 11才

下田　絢斗           ｼﾓﾀﾞ ｱﾔﾄ             小学（5）37 男子 自由形   50m 10才

小学（5）38 男子 自由形  100m 10才

小学（5）39 男子 自由形  200m 10才

東垣　星琉           ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ﾎﾀﾙ          小学（4）40 男子 自由形   50m 10才

小学（4）41 男子 バタフライ   50m 10才

小学（4）42 男子 個人メドレー  200m 10才

保田　光槻           ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ            小学（4）43 男子 自由形  100m 10才

小学（4）44 男子 背泳ぎ   50m 10才

小学（4）45 男子 個人メドレー  200m 10才

川勝　　瞬           ｶﾜｶﾂ ｼｭﾝ             小学（4）46 男子 自由形   50m 10才

小学（4）47 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）48 男子 個人メドレー  200m 10才

火縄　祝音           ﾋﾅﾜ ﾊﾌﾘﾄ             小学（3）49 男子 自由形   50m 9才以下
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火縄　祝音           ﾋﾅﾜ ﾊﾌﾘﾄ             小学（3）50 男子 自由形  100m 9才以下

小学（3）51 男子 平泳ぎ  100m 9才以下

水野　癒太           ﾐｽﾞﾉ ﾕﾀ              小学（3）52 男子 背泳ぎ  100m 9才以下

佐々木　奏           ｻｻｷ ｶﾅﾃﾞ             小学（3）53 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）54 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）55 男子 個人メドレー  200m 9才以下

野口　凱生           ﾉｸﾞﾁ ｶｲｾｲ            小学（3）56 男子 自由形   50m 9才以下

加登　煌翔           ｶﾄｳ ｷﾗﾄ              小学（2）57 男子 自由形   50m 9才以下

小学（2）58 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（2）59 男子 個人メドレー  200m 9才以下

辻井　　律           ﾂｼﾞｲ ﾘﾂ              小学（2）60 男子 自由形   50m 9才以下

小学（2）61 男子 自由形  100m 9才以下

小学（2）62 男子 平泳ぎ  100m 9才以下

森本菜々子           ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ             高校（3）63 女子 自由形  100m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

高校（3）64 女子 自由形  200m ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ

平林　咲蘭           ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｻﾗ            中学（2）65 女子 自由形   50m 14才

吉村　未来           ﾖｼﾑﾗ ﾐｸ              中学（2）66 女子 自由形  200m 13才

中学（2）67 女子 自由形  400m 13才

加波　智乃           ｶﾅﾐ ﾄﾓﾉ              中学（1）68 女子 自由形   50m 13才

中学（1）69 女子 自由形  100m 13才

中学（1）70 女子 自由形  200m 13才

大石　優姫           ｵｵｲｼ ﾕｷ              中学（1）71 女子 平泳ぎ  100m 13才

左脇　舞乙           ｻﾜｷ ﾏｵ               小学（5）72 女子 自由形   50m 11才

小学（5）73 女子 バタフライ   50m 11才

小学（5）74 女子 バタフライ  100m 11才

吉國　心音           ﾖｼｸﾆ ｺｺﾈ             小学（5）75 女子 自由形   50m 10才

加登　美翔           ｶﾄｳ ﾐﾄ               小学（4）76 女子 自由形   50m 10才

小学（4）77 女子 自由形  100m 10才

小学（4）78 女子 個人メドレー  200m 10才

濱田　京花           ﾊﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ            小学（4）79 女子 自由形   50m 10才

小学（4）80 女子 個人メドレー  200m 10才

曲本　茉央           ｷｮｸﾓﾄ ﾏｵ             小学（3）81 女子 自由形   50m 9才以下

小学（3）82 女子 バタフライ  100m 9才以下

28903
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａｑ神河
性別: 申込種目:

和田　海成           ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ             高校（2）1 男子 バタフライ  100m 15･16才

高校（2）2 男子 個人メドレー  200m 15･16才

立岩　朋純           ﾀﾃｲﾜ ﾄｱ              中学（3）3 男子 自由形   50m 15･16才

中学（3）4 男子 自由形  100m 15･16才

中学（3）5 男子 背泳ぎ  100m 15･16才

和田　健伸           ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ             中学（2）6 男子 自由形   50m 14才

中学（2）7 男子 自由形  200m 14才

中学（2）8 男子 個人メドレー  200m 14才

藤原　悠吏           ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ            小学（5）9 男子 自由形   50m 11才

小学（5）10 男子 自由形  100m 11才

上月　翔太           ｺｳﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ           小学（4）11 男子 自由形   50m 10才

小学（4）12 男子 自由形  100m 10才

大畑　顕乃           ｵｵﾊﾀ ｱｷﾉ             中学（1）13 女子 平泳ぎ   50m 12才

中学（1）14 女子 平泳ぎ  100m 12才

中学（1）15 女子 個人メドレー  200m 12才
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28909
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＵＮ山崎
性別: 申込種目:

大楽　竜世           ﾀﾞｲﾗｸ ﾘｭｳｾｲ          中学（1）1 男子 自由形  200m 13才

中学（1）2 男子 バタフライ  200m 13才

中学（1）3 男子 個人メドレー  200m 13才

田口　和輝           ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ            中学（1）4 男子 自由形  100m 13才

中学（1）5 男子 自由形  200m 13才

中学（1）6 男子 個人メドレー  200m 13才

柳田　倖輔           ﾔﾅｷﾞﾀ ｺｳｽｹ           中学（1）7 男子 自由形   50m 13才

中学（1）8 男子 自由形  100m 13才

中学（1）9 男子 バタフライ  100m 13才

梅原　歌月           ｳﾒﾊﾗ ｶﾂﾞｷ            小学（6）10 男子 自由形  100m 12才

小学（6）11 男子 自由形  200m 12才

上川　諒大           ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳﾀ            小学（6）12 男子 平泳ぎ   50m 11才

小学（6）13 男子 平泳ぎ  100m 11才

小学（6）14 男子 個人メドレー  200m 11才

中筋武之介           ﾅｶｽｼﾞ ﾀｹﾉｽｹ          小学（5）15 男子 自由形   50m 11才

小学（5）16 男子 背泳ぎ   50m 11才

小学（5）17 男子 背泳ぎ  100m 11才

坂田　　晴           ｻｶﾀ ﾊﾙ               小学（4）18 男子 自由形   50m 10才

小学（4）19 男子 平泳ぎ   50m 10才

小学（4）20 男子 個人メドレー  200m 10才

有時　伶音           ｱﾘﾄｷ ﾚﾉﾝ             小学（3）21 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）22 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）23 男子 バタフライ   50m 9才以下

上川　馨平           ｶﾐｶﾜ ｷｮｳﾍｲ           小学（3）24 男子 自由形   50m 9才以下

小学（3）25 男子 背泳ぎ   50m 9才以下

小学（3）26 男子 バタフライ   50m 9才以下
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28910
氏名: カナ: 学校:No.:

赤穂ＳＳ
性別: 申込種目:

山口　康生           ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ           中学（2）1 男子 自由形   50m 14才

中学（2）2 男子 自由形  100m 14才

中学（2）3 男子 個人メドレー  200m 14才

廣岡　優弥           ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾔ             中学（2）4 男子 自由形   50m 14才

中学（2）5 男子 自由形  200m 14才

中学（2）6 男子 バタフライ  100m 14才

根本聡太郎           ﾈﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ            中学（1）7 男子 自由形   50m 13才

中学（1）8 男子 バタフライ  100m 13才

小坂　悠人           ｺｻｶ ﾕｳﾄ              小学（5）9 男子 自由形  100m 11才

小学（5）10 男子 自由形  200m 11才

中川　知優           ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ            中学（2）11 女子 自由形  400m 14才

中学（2）12 女子 バタフライ  100m 14才

河村　　凜           ｶﾜﾑﾗ ﾘﾝ              中学（2）13 女子 自由形   50m 14才

中学（2）14 女子 自由形  100m 14才

中学（2）15 女子 自由形  200m 14才

笠原穂乃果           ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ             中学（1）16 女子 自由形   50m 13才

中学（1）17 女子 自由形  100m 13才

中学（1）18 女子 自由形  200m 13才

土谷　咲弥           ﾂﾁﾀﾆ ｻﾔ              中学（1）19 女子 平泳ぎ  100m 13才

中学（1）20 女子 平泳ぎ  200m 13才

中学（1）21 女子 個人メドレー  200m 13才

28914
氏名: カナ: 学校:No.:

神戸北町Vivo
性別: 申込種目:

川田　幸奈           ｶﾜﾀ ﾕｷﾅ              中学（1）1 女子 個人メドレー  200m 13才

中学（1）2 女子 個人メドレー  400m 13才

内田　歩夢           ｳﾁﾀﾞ ｱﾕﾑ             小学（6）3 女子 自由形   50m 12才

小学（6）4 女子 自由形  100m 12才

小学（6）5 女子 平泳ぎ   50m 12才

友重　智美           ﾄﾓｼｹﾞ ﾄﾓﾐ            小学（6）6 女子 自由形   50m 12才

小学（6）7 女子 自由形  100m 12才

後藤ほなみ           ｺﾞﾄｳ ﾎﾅﾐ             小学（6）8 女子 自由形   50m 12才

阪本　望帆           ｻｶﾓﾄ ﾐﾎ              小学（5）9 女子 平泳ぎ   50m 11才

小学（5）10 女子 平泳ぎ  100m 11才

小学（5）11 女子 個人メドレー  200m 11才

秋葉　結衣           ｱｷﾊﾞ ﾕｲ              小学（4）12 女子 自由形   50m 10才

小学（4）13 女子 自由形  100m 10才

小学（4）14 女子 背泳ぎ   50m 10才
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