
平成25年4月2日

加盟団体　各位

公益財団法人日本水泳連盟

日本選手権実行委員会

下記の通り、受付を行いましたので、ご報告いたします。

加盟団体 登録団体 氏名 ｶﾅ氏名 性 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ 学年 種目 距離 備考

04 宮城 04325 ピュアスポーツ大和スイミング 西田　涼花 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 女 0:28.51 中1 背泳ぎ 50 新規

06 山形 06010 日本大学山形高等学校 佐々木　友 ｻｻｷ ﾕｳ 男 1:56.64 高3 バタフライ 200 新規

07 福島 07834 福島スイミングスクール 服部　  翼 ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ 男 1:55.99 高1 バタフライ 200 新規

09 栃木 09511 黒磯インターナショナルスイミング 深澤　  舞 ﾌｶｻﾜ ﾏｲ 女 1:08.15 中3 平泳ぎ 100 追加

09 栃木 09538 ビックツリースポーツクラブ 栃村かれん ﾄﾁﾑﾗ ｶﾚﾝ 女 2:13.76 中3 個人メドレー 200 新規

10 群馬 10516 スウィン伊勢崎スイミングスクール 髙橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 女 2:14.08 高3 個人メドレー 200 新規

10 群馬 10530 フレンドスポーツクラブ 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 女 0:25.89 高2 自由形 50 新規

10 群馬 10555 コナミスポーツクラブ高崎 谷口　憂羅 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾗ 女 2:23.99 高2 平泳ぎ 200 追加

11 埼玉 11525 スウィン熊谷 温品　  和 ﾇｸｼﾅ ﾉﾄﾞｶ 女 2:26.03 高1 平泳ぎ 200 新規

11 埼玉 11527 スウィン大教スイミングスクール大宮東 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 女 4:11.30 中2 自由形 400 追加

11 埼玉 11539 コナミスポーツクラブ北浦和 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 女 0:25.69 中2 自由形 50 新規

11 埼玉 11539 コナミスポーツクラブ北浦和 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 女 0.55.87 中2 自由形 100 新規

11 埼玉 11575 スウィン大教スイミングスクール 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 女 0:25.75 大1 自由形 50 追加

11 埼玉 11575 スウィン大教スイミングスクール 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 女 1:00.49 大1 背泳ぎ 100 追加

11 埼玉 11575 スウィン大教スイミングスクール 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 女 2:12.67 大1 個人メドレー 200 新規

11 埼玉 11575 スウィン大教スイミングスクール 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 女 4:39.41 高1 個人メドレー 400 追加

11 埼玉 11575 スウィン大教スイミングスクール 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 女 0:59.73 高1 バタフライ 100 追加

11 埼玉 11596 ＪＰスイミングカレッジ城西大学 山口　慶矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｮｳﾔ 男 0:22.76 高3 自由形 50 新規

11 埼玉 11600 スウィン鴻巣スイミングスクール 片岡　舞子 ｶﾀｵｶ ﾏｲｺ 女 0:59.62 中3 バタフライ 100 追加

11 埼玉 11602 埼玉スウィンスイミングスクール鷲宮 千田舞奈美 ﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女 2:25.36 中3 平泳ぎ 200 新規

12 千葉 12526 Nalu　Aquatic　Club 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 女 0:28.11 中3 背泳ぎ 50 追加

12 千葉 12528 柏洋スイマーズ柏スクール 海老澤美月 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 女 0:27.33 高2 バタフライ 50 新規

12 千葉 12551 セントラルスポーツ 松本　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 男 0:49.61 高2 自由形 100 新規

12 千葉 12568 セントラルスポーツクラブ館山 白井早弥香 ｼﾗｲ ｻﾔｶ 女 0:28.55 高1 背泳ぎ 50 追加

13 東京 13509 アクラブ調布 仲家　慎吾 ﾅｶﾔ ｼﾝｺﾞ 男 14:59.50 高2 自由形 1500 新規

13 東京 13509 アクラブ調布 仲家　慎吾 ﾅｶﾔ ｼﾝｺﾞ 男 8:01.08 高2 自由形 800 新規

13 東京 13523 太陽教育スポーツセンター 堀田　恵路 ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ 男 1:57.89 高2 背泳ぎ 200 新規

13 東京 13528 ＪＳＳ立石ダイワスイミングスクール 山本　泰誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 男 0:28.19 大1 平泳ぎ 50 新規

13 東京 13537 セントラルウェルネスクラブ上池袋 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 女 4:11.41 高1 自由形 400 追加

13 東京 13639 フィットネスクラブ東京ドーム 池永　旬輝 ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ 男 3:48.45 高3 自由形 400 新規

13 東京 13657 イトマンスイミングスクール昭和の森校 國澤明日香 ｸﾆｻﾜ ｱｽｶ 女 4:42.29 高3 個人メドレー 400 新規

13 東京 13664 ジャパンスイミングスクール八王子 服部　友香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 女 0:32.07 高3 平泳ぎ 50 追加

13 東京 13664 ジャパンスイミングスクール八王子 服部　友香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 女 1:08.65 高3 平泳ぎ 100 追加

13 東京 13686 セントラル府中 川瀬　寛夏 ｶﾜｾ ﾋﾛｶ 女 4:11.82 高3 自由形 400 新規

13 東京 13686 セントラル府中 川瀬　寛夏 ｶﾜｾ ﾋﾛｶ 女 8:32.76 高3 自由形 800 新規

13 東京 13686 セントラル府中 川瀬　寛夏 ｶﾜｾ ﾋﾛｶ 女 17:15.00 高3 自由形 1500 新規

13 東京 13694 セントラルフィットネスクラブ目黒 新倉みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 女 4:09.90 高1 自由形 400 追加

13 東京 13801 コナミ水泳競技部 竹田　渉瑚 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男 3:48.65 大1 自由形 400 追加

14 神奈川 14507 林水泳教室 stingray 緒方　  魁 ｵｶﾞﾀ ｶｲ 女 4:13.83 高3 個人メドレー 400 新規
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14 神奈川 14574 セントラルスポーツクラブ東戸塚 鈴木孝一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 男 0:25.26 高2 背泳ぎ 50 新規

14 神奈川 14574 セントラルスポーツクラブ東戸塚 鈴木孝一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 男 0:53.88 高2 背泳ぎ 100 新規

14 神奈川 14574 セントラルスポーツクラブ東戸塚 鈴木孝一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 男 1:57.82 高2 背泳ぎ 200 新規

14 神奈川 14586 セントラルスイムクラブ本郷台 井上　愛梨 ｲﾉｳｴ ﾏﾘ 女 1:00.78 高1 背泳ぎ 100 追加

14 神奈川 14628 キッツウェルネス藤沢 田村　実花 ﾀﾑﾗ ﾐｶ 女 0:32.22 高1 平泳ぎ 50 新規

14 神奈川 14631 アリーナつきみ野スポーツクラブ 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 女 0:25.79 大1 自由形 50 追加

14 神奈川 14658 ＮＥＣグリーンスイミングクラブ溝口 木崎あゆみ ｷｻｷ ｱﾕﾐ 女 0:32.10 中3 平泳ぎ 50 新規

21 静岡 21018 飛龍高等学校 望月　颯太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｿｳﾀ 男 2:09.47 高3 平泳ぎ 200 新規

22 愛知 22062 東邦スイミングクラブ 松原空彩虹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾖｶ 女 2:26.58 中3 平泳ぎ 200 新規

22 愛知 22104 セントラルフィットネスクラブ藤が丘 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 女 2:09.30 中2 バタフライ 200 新規

22 愛知 22308 豊川高等学校 西垣　喬弘 ﾆｼｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 男 0:24.09 高3 バタフライ 50 新規

22 愛知 22308 豊川高等学校 安江　貴哉 ﾔｽｴ ﾀｶﾔ 男 0:23.75 高3 バタフライ 50 追加

22 愛知 22308 豊川高等学校 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男 0:28.19 高2 平泳ぎ 50 追加

22 愛知 22308 豊川高等学校 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男 1:00.27 高2 平泳ぎ 100 追加

22 愛知 22308 豊川高等学校 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 女 4:12.87 高1 自由形 400 新規

22 愛知 22308 豊川高等学校 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 女 0:28.53 高2 背泳ぎ 50 追加

24 岐阜 24174 本巣スイミングスクール 今井　  月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 女 0:32.18 中1 平泳ぎ 50 追加

26 京都 26023 京都外大西高等学校 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 女 1:59.97 高3 自由形 200 追加

27 大阪 27212 イトマンＳＳ 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 男 1:58.74 大1 個人メドレー 200 追加

27 大阪 27212 イトマンＳＳ 石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ 女 0:25.85 中3 自由形 50 新規

27 大阪 27212 イトマンＳＳ 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 女 4:10.99 中3 自由形 400 追加

27 大阪 27212 イトマンＳＳ 品田木乃葉 ｼﾅﾀﾞ ｺﾉﾊ 女 0:25.91 高2 自由形 50 追加

27 大阪 27212 イトマンＳＳ 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 女 4:12.19 中3 自由形 400 追加

28 兵庫 28602 市川高等学校 生田　真結 ｲｸﾀ ﾏﾕ 女 0:25.94 高3 自由形 50 新規

28 兵庫 28602 市川高等学校 楠木　拓馬 ｸｽｷ ﾀｸﾏ 男 1:00.31 高3 平泳ぎ 100 追加

28 兵庫 28602 市川高等学校 高田　俊彰 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 男 1:57.72 高3 背泳ぎ 200 新規

28 兵庫 28805 塚口スイミングスクール 関戸　珠実 ｾｷﾄ  ﾀﾏﾐ 女 2:26.55 中2 平泳ぎ 200 新規

28 兵庫 28848 サンスポーツクラブ姫路 清水　史華 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｶ 女 4:42.20 高1 個人メドレー 400 追加

29 奈良 29129 天理高等学校 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 女 0:27.36 高2 バタフライ 50 新規

32 島根 32250 島根スイミングスクール出雲 加藤　  理 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 男 0:24.96 高3 背泳ぎ 50 新規

33 岡山 33007 倉敷スイミングスクール 中尾　駿一 ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ 男 0:25.30 高3 背泳ぎ 50 新規

33 岡山 33031 アクロポート 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 男 2:10.45 高2 平泳ぎ 200 新規

33 岡山 33325 就実高等学校 平松　夏奈 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ 女 1:08.04 高1 平泳ぎ 100 追加

36 香川 36502 ジャパンスイミングスクール丸亀 大西　迪瑠 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ 女 4:38.55 高2 個人メドレー 400 新規

36 香川 36502 ジャパンスイミングスクール丸亀 大西　迪瑠 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ 女 2:13.53 高2 個人メドレー 200 新規

36 香川 36509 サンダースイミングスクール 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 女 0:27.44 高2 バタフライ 50 追加

43 熊本 43100 九州学院高等学校 齊藤　  凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 男 1:59.09 高3 個人メドレー 200 追加

43 熊本 43100 九州学院高等学校 齊藤　  凌 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 男 1:46.78 高3 自由形 200 追加

43 熊本 43110 ルーテル学院高等学校 續　  彩加 ﾂﾂﾞｷ ｱﾔｶ 女 0:59.93 高2 バタフライ 100 追加

44 大分 44009 佐伯鶴城高等学校 渡辺　一平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ 男 1:00.25 高2 平泳ぎ 100 追加

48 学関東 48003 中央大学 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 男 0:49.56 大1 自由形 100 新規

48 学関東 48003 中央大学 佐藤　俊也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 男 0:49.67 大1 自由形 100 追加

48 学関東 48031 立教大学 福田　夏季 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 男 2:09.45 大1 平泳ぎ 200 新規

48 学関東 48031 立教大学 片岡　采子 ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ 女 4:12.86 大1 自由形 400 追加

48 学関東 48031 立教大学 七里　夏海 ｼﾁﾘ ﾅﾂﾐ 女 4:39.32 大1 個人メドレー 400 追加
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48 学関東 48037 明治大学 三木　進平 ﾐｷ ｼﾝﾍﾟｲ 男 3:49.84 大1 自由形 400 新規

48 学関東 48040 筑波大学 浦　瑠一朗 ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男 1:59.30 大1 個人メドレー 200 新規

48 学関東 48049 神奈川大学 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 女 4:11.85 大1 自由形 400 追加

48 学関東 48049 神奈川大学 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 女 1:59.67 大1 自由形 200 追加

48 学関東 48052 東洋大学 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 女 0:26.70 大1 バタフライ 50 追加

48 学関東 48056 早稲田大学 八木　隼平 ﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾍｲ 男 3:48.86 大1 自由形 400 新規

48 学関東 48057 日本大学 中川　弘之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 男 0:54.14 大1 背泳ぎ 100 追加

48 学関東 48075 順天堂大学 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 男 0:49.71 大1 自由形 100 新規

48 学関東 48075 順天堂大学 小嶋　辰哉 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 男 1:48.00 大1 自由形 200 新規

49 学中部 49002 中京大学 大木　涼平 ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 男 0:28.07 大1 平泳ぎ 50 新規

50 学関西 50002 大阪教育大学 寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 男 0:27.87 大1 平泳ぎ 50 新規

52 学九州 52001 福岡大学 生瀬日加里 ｲｸｾ ﾋｶﾘ 女 2:26.24 大1 平泳ぎ 200 新規

以上
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