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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

06 山形 06010 日本大学山形高等学校 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 女 2:09.38 高2 背泳ぎ 200m 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 1:56.84 高2 バタフライ 200m 新規

08 茨城 08121 ウォーターメイツスイムクラブ 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 女 2:13.64 高2 個人メドレー 200m 新規

08 茨城 08121 ウォーターメイツスイムクラブ 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 女 4:40.05 高2 個人メドレー 400m 新規

09 栃木 09511 黒磯インターナショナルスイミングクラブ 深澤　　舞 ﾌｶｻﾜ ﾏｲ 女 1:07.92 高1 平泳ぎ 100m 新規

09 栃木 09511 黒磯インターナショナルスイミングクラブ 深澤　　舞 ﾌｶｻﾜ ﾏｲ 女 0:31.85 高1 平泳ぎ 50m 新規

09 栃木 09513 足利スウィンスイミングスクール 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 女 1:59.83 高2 自由形 200m 新規

09 栃木 09513 足利スウィンスイミングスクール 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 女 4:09.59 高2 自由形 400m 新規

09 栃木 09530 スウィン宇都宮 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 女 2:08.40 高2 背泳ぎ 200m 追加

09 栃木 09530 スウィン宇都宮 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 女 0:27.43 高2 バラフライ 50m 新規

10 群馬 10516 スウィン伊勢崎スイミングスクール 大和田明日楓 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 女 0:31.96 高2 平泳ぎ 50m 追加

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 0:25.87 高3 自由形 50m 新規

11 埼玉 11344 栄東中学・高等学校 堀尾多輝人 ﾎﾘｵ ﾀｷﾄ 男 0:24.07 高3 バタフライ 50m 新規

11 埼玉 11508 スウィン大宮 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 男 1:57.04 高2 背泳ぎ 200m 追加

11 埼玉 11508 スウィン大宮 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 男 0:24.74 高2 背泳ぎ 50m 追加

11 埼玉 11508 スウィン大宮 矢島　優也 ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 男 0:52.72 高3 バタフライ 100m 追加

11 埼玉 11559 アテナクアメイツ 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 女 1:00.38 中1 背泳ぎ 100m 追加

11 埼玉 11575 スウィン大教スイミングスクール 小島　稔生 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ 男 1:47.36 高2 自由形 200m 追加

11 埼玉 11575 スウィン大教スイミングスクール 末　　陽香 ｽｴ ﾊﾙｶ 女 0:32.17 高2 平泳ぎ 50m 新規

11 埼玉 11604 スウィン越谷スイミングスクール 鈴木　桃果 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 女 2:09.49 高1 背泳ぎ 200m 新規

11 埼玉 11639 埼玉スウィンスイミングスクール春日部 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男 0:27.72 高2 平泳ぎ 50m 新規

12 千葉 12511 アーデルスイミングクラブ 田口　雅司 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ 男 0:52.51 高3 バタフライ 100m 追加

12 千葉 12523 スポーツクラブルネサンス土気 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 女 1:59.81 高3 自由形 200m 追加

12 千葉 12526 Nalu Aquatic Club 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 女 2:08.61 高1 背泳ぎ 200m 追加

12 千葉 12527 柏洋スイマーズ　柏スクール 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 女 4:40.44 中3 個人メドレー 400m 新規

12 千葉 12527 柏洋スイマーズ　柏スクール 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 女 4:12.27 中3 自由形 400m 新規

12 千葉 12542 柏洋スイマーズ 寒河江奈央 ｻｶﾞｴ ﾅｵ 女 16:30.20 高1 自由形 1500m 追加

12 千葉 12542 柏洋スイマーズ 寒河江奈央 ｻｶﾞｴ ﾅｵ 女 8:34.01 高1 自由形 800m 追加

12 千葉 12551 セントラルスポーツ 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 男 0:49.17 高3 自由形 100m 新規

12 千葉 12551 セントラルスポーツ 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 男 1:46.57 高3 自由形 200m 新規

12 千葉 12551 セントラルスポーツ 松元　克央 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 男 0:22.71 高3 自由形 50m 新規

13 東京 13236 日本大学豊山高等学校 池江　毅隼 ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ 男 0:24.07 高2 バタフライ 50m 新規

13 東京 13236 日本大学豊山高等学校 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 男 1:57.69 高1 背泳ぎ 200m 新規

13 東京 13504 イトマンスイミングスクール　東伏見 高山　文香 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 女 0:27.44 中3 バタフライ 50m 新規

13 東京 13523 太陽教育スポーツセンター ムクタール　アリ ﾑｸﾀｰﾙ ｱﾘ 男 0:22.75 高2 自由形 50m 新規

13 東京 13530 東京スイミングセンター 大崎　舞鈴 ｵｵｻｷ ﾏﾘﾝ 女 8:39.48 高3 自由形 800m 新規

13 東京 13667 スポーツクラブAZ 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 女 1:59.91 中3 自由形 200m 追加

14 神奈川 14507 林水泳教室　Stingrey 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 女 0:55.68 高1 自由形 100m 新規

14 神奈川 14507 林水泳教室　Stingrey 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 女 1:59.70 高1 自由形 200m 新規

14 神奈川 14507 林水泳教室　Stingrey 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 女 0:59.66 高1 バタフライ 100m 新規

14 神奈川 14518 ヨコハマスイミングクラブ 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 男 4:11.84 高1 個人メドレー 400m 追加
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14 神奈川 14574 セントラルスポーツ東戸塚 鈴木孝一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 男 0:53.95 高3 背泳ぎ 100m 追加

14 神奈川 14574 セントラルスポーツ東戸塚 鈴木孝一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 男 1:56.59 高3 背泳ぎ 200m 追加

14 神奈川 14582 ニスポ元住吉 丸山　果夏 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 女 0:32.05 中2 平泳ぎ 50m 新規

14 神奈川 14595 協栄Moby Dick 高橋　一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 男 0:24.08 高3 バタフライ 50m 新規

14 神奈川 14595 協栄Moby Dick 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 女 1:08.57 中3 平泳ぎ 100m 追加

14 神奈川 14628 キッツウェルネス藤沢 戸野本陽友 ﾄﾉﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男 0:59.97 高3 平泳ぎ 100m 追加

14 神奈川 14631 アリーナつきみ野スポーツクラブ 大場　法隆 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ 男 3:48.96 高2 自由形 400m 新規

14 神奈川 14658 NECグリーンスイミングクラブ溝の口 池　　言乃 ｲｹ ｺﾄﾉ 女 0:32.13 高3 平泳ぎ 50m 新規

18 富山 18500 富山スイミングクラブ 金森　菜月 ｶﾅﾓﾘ ﾅﾂｷ 女 16:39.81 高1 自由形 1500m 新規

18 富山 18500 富山スイミングクラブ 金森　菜月 ｶﾅﾓﾘ ﾅﾂｷ 女 8:37.62 高1 自由形 800m 新規

21 静岡 21206 浜松市立高校 城井　麻希 ｼﾛｲ ﾏｷ 女 2:10.05 高2 バタフライ 200m 新規

21 静岡 21725 とこはスイミングスクール 上田涼太郎 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男 0:59.72 高3 平泳ぎ 100m 新規

21 静岡 21725 とこはスイミングスクール 上田涼太郎 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男 0:27.91 高3 平泳ぎ 50m 新規

22 愛知 22014 椙山女学院高等学校 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 女 0:59.38 高3 バタフライ 100m 新規

22 愛知 22014 椙山女学院高等学校 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 女 0:27.30 高3 バタフライ 50m 新規

22 愛知 22308 豊川高校 齋藤　咲恵 ｻｲﾄｳ ｻｴ 女 2:25.77 高1 平泳ぎ 200m 新規

22 愛知 22308 豊川高校 田崎　竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 男 4:15.37 高2 個人メドレー 400m 新規

22 愛知 22308 豊川高校 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 女 1:59.19 高2 自由形 200m 追加

22 愛知 22308 豊川高校 松原空彩虹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾖｶ 女 2:25.02 高1 平泳ぎ 200m 新規

24 岐阜 24001 県立岐阜商高 井上　奨真 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 男 3:47.67 高3 自由形 400m 新規

24 岐阜 24020 多治見西高校 吉村　莉奈 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ 女 2:09.92 高3 バタフライ 200m 新規

26 京都 26023 京都外大西高等学校 松田　健志 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男 4:14.70 高3 個人メドレー 400m 新規

26 京都 26023 京都外大西高等学校 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 女 2:09.81 高3 背泳ぎ 200m 新規

27 大阪 27100 太成学院大学高等学校 小山　優麻 ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 男 3:49.22 高3 自由形 400m 新規

27 大阪 27100 太成学院大学高等学校 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 女 4:41.23 高3 個人メドレー 400m 新規

27 大阪 27212 イトマンスイミングスクール 品田木乃葉 ｼﾅﾀﾞ ｺﾉﾊ 女 0:25.79 高3 自由形 50m 追加

27 大阪 27212 イトマンスイミングスクール 津村　航平 ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 男 0:54.10 高3 背泳ぎ 100m 追加

27 大阪 27212 イトマンスイミングスクール 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 男 1:59.48 大1 個人メドレー 200m 追加

27 大阪 27288 JSS住吉スイミングスクール 松下　侑平 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ 男 1:55.46 高3 バタフライ 200m 新規

27 大阪 27327 枚方スイミングスクール 伊藤　由佳 ｲﾄｳ ﾕｶ 女 0:27.40 高3 バタフライ 50m 新規

27 大阪 27327 枚方スイミングスクール 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 女 16:32.06 高3 自由形 1500m 新規

27 大阪 27327 枚方スイミングスクール 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 女 4:12.13 高3 自由形 400m 新規

27 大阪 27327 枚方スイミングスクール 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 女 8:31.29 高3 自由形 800m 新規

27 大阪 27347 JSSガボスイミングスクール 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 女 4:40.71 高2 個人メドレー 400m 新規

27 大阪 27382 豊能町立スポーツセンターシートス 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 女 1:08.32 高1 平泳ぎ 100m 新規

29 奈良 29209 ニッシンスイミングスクール 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 女 4:10.23 大1 自由形 400m 追加

31 鳥取 31501 米子スイミングスクール 武良　竜也 ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ 男 0:59.68 高3 平泳ぎ 100m 追加

31 鳥取 31501 米子スイミングスクール 武良　竜也 ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ 男 0:27.77 高3 平泳ぎ 50m 追加

33 岡山 33011 レイスポーツクラブ岡山 高橋　美空 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 女 8:37.91 中2 自由形 800m 新規

33 岡山 33031 アクロポート 日本　雄也 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 男 0:27.71 高3 平泳ぎ 50m 追加

33 岡山 33305 岡山県美作高等学校 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 女 4:11.33 高2 自由形 400m 追加

35 山口 35307 下関スイムクラブ 川崎　涼夏 ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ 女 2:09.77 高3 背泳ぎ 200m 新規

38 愛媛 38205 五百木スイミングスクール 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 女 0:59.61 中3 バタフライ 100m 新規

38 愛媛 38205 五百木スイミングスクール 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 女 0:27.45 中3 バタフライ 50m 新規

40 福岡 40528 ブリヂストンスイミングスクール 太宰府 山口　藍李 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 女 2:09.07 高2 背泳ぎ 200m 新規

41 佐賀 41003 佐賀商業高校 平石　夕華 ﾋﾗｲｼ ﾕｳｶ 女 2:13.55 高3 個人メドレー 200m 新規

48 学関東 48002 法政大学 緒方　　魁 ｵｶﾞﾀ ｶｲ 男 4:13.26 大1 個人メドレー 400m 新規
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48 学関東 48002 法政大学 塚本　悠太 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 男 0:28.03 大1 平泳ぎ 50m 新規

48 学関東 48007 日本体育大学 束原　安寿 ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 男 1:55.29 大1 バタフライ 200m 新規

48 学関東 48037 明治大学 川島　龍一 ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ 男 1:57.80 大1 背泳ぎ 200m 新規

48 学関東 48056 日本大学 佐々木　友 ｻｻｷ ﾕｳ 男 1:55.52 大1 バタフライ 200m 新規

48 学関東 48059 東洋大学 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 女 4:09.68 大1 自由形 400m 追加

48 学関東 48132 山梨学院大学 石橋　　翔 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ 男 1:47.60 大1 自由形 200m 新規

50 学関西 50021 同志社大学 蟹由　恭平 ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ 男 3:48.56 大1 自由形 400m 新規

以上
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