
平成27年3月31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

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 1:00.51 高3 背泳ぎ 100m 追加

07 福島 07808 郡山南インターナショナルスイミングスクール金成　皓希 ｶﾅﾘ ｺｳｷ 男 0:25.03 大1 背泳ぎ 50m 新規

09 栃木 09530 スウィン宇都宮スイミングスクール 今井　綾香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 女 1:00.51 大1 背泳ぎ 100m 追加

10 群馬 10516 スウィン伊勢崎スイミングスクール 河田　華佳 ｶﾜﾀ ﾊﾅｶ 女 4:11.55 高2 自由形 400m 新規

10 群馬 10556 スウィン吉井スイミングスクール 稲澤ひなこ ｲﾅｻﾞﾜ ﾋﾅｺ 女 0:25.64 高1 自由形 50m 新規

11 埼玉 11508 スウィン大宮スイミングスクール 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 女 0:59.43 大1 バタフライ 100m 追加

11 埼玉 11539 コナミスポーツクラブ北浦和 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 女 0:59.45 高1 バタフライ 100m 新規

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 3:47.65 高3 自由形 400m 新規

11 埼玉 11639 埼玉スウィンスイミングスクール春日部 松本　　輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 男 15:03.17 高3 自由形 1500m 追加

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 1:54.86 大1 バタフライ 200m 追加

12 千葉 12542 柏洋スイマーズ江戸川台スクール 寒河江奈央 ｻｶﾞｴ ﾅｵ 女 4:10.65 高2 自由形 400m 追加

12 千葉 12546 スポーツクラブ＆スパルネサンス幕張 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 女 2:09.15 中3 バタフライ 200m 追加

13 東京 13236 日大豊山高校 田中瑛之介 ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ 男 1:57.38 高2 背泳ぎ 200m 新規

13 東京 13510 金町スイミングクラブ 小日向勇二 ｺﾋﾅﾀ ﾕｳｼﾞ 男 2:09.01 高3 平泳ぎ 200m 新規

13 東京 13589 Aty Swimming 服部　千夏 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾅﾂ 女 0:25.70 中3 自由形 50m 新規

13 東京 13664 JSS八王子スイミングスクール 兼子雄太郎 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ 男 1:57.71 高3 背泳ぎ 200m 新規

13 東京 13694 セントラルフィットネスクラブ目黒 吉田真希子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ 女 2:08.22 高2 背泳ぎ 200m 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 4:10.93 高3 自由形 400m 追加

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 2:09.22 高2 平泳ぎ 200m 追加

14 神奈川 14550 トピーアヤセ 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ 女 0:28.22 高3 平泳ぎ 50m 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 0:28.28 高3 背泳ぎ 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 1:07.82 高1 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 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 女 0:27.36 高2 バタフライ 50m 新規

14 神奈川 14631 アリーナつきみ野スポーツクラブ 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 女 0:55.82 高2 自由形 100m 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 0:31.76 大1 平泳ぎ 50m 追加

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 4:11.44 高2 自由形 400m 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 8:37.38 高2 自由形 800m 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 16:58.46 高2 自由形 1500m 新規

22 愛知 22308 豊川高校 田崎　竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 男 4:15.13 高3 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 0:55.38 高3 自由形 100m 追加

26 京都 26023 京都外大西高等学校 北田　　優 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 女 8:37.45 高3 自由形 800m 新規

26 京都 26023 京都外大西高等学校 北田　　優 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 女 17:08.00 高3 自由形 1500m 新規

27 大阪 27081 関西大学北陽高等学校 大芦　知央 ｵｵｱｼ ｱｷﾋﾛ 男 0:53.38 高3 背泳ぎ 100m 新規

27 大阪 27081 関西大学北陽高等学校 大芦　知央 ｵｵｱｼ ｱｷﾋﾛ 男 1:57.17 高3 背泳ぎ 200m 新規

27 大阪 27212 イトマンスイミングスクール 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 女 2:09.69 高2 バタフライ 200m 追加

27 大阪 27212 イトマンスイミングスクール 姫野　幹大 ﾋﾒﾉ ﾐｷﾋﾛ 男 1:57.31 高3 背泳ぎ 200m 新規

27 大阪 27212 イトマンスイミングスクール 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 男 1:57.69 高2 背泳ぎ 200m 新規

27 大阪 27212 イトマンスイミングスクール 藤山　敦司 ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 男 1:47.66 高3 自由形 200m 新規

27 大阪 27212 イトマンスイミングスクール 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 女 0:55.77 高2 自由形 100m 追加

27 大阪 27212 イトマンスイミングスクール 湯尻　和佳 ﾕｼﾞﾘ ﾜｶ 女 2:11.71 大1 個人メドレー 200m 追加

27 大阪 27303 大阪水泳学校 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 女 2:12.38 中3 個人メドレー 200m 追加
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27 大阪 27316 セントラルスポーツクラブ四条畷 立花　沙奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ 女 0:55.81 高3 自由形 100m 新規

27 大阪 27327 枚方スイミングスクール 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 男 0:53.59 高3 背泳ぎ 100m 追加

27 大阪 27360 富田林イトマンスイミングスクール 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 女 0:27.43 中3 バタフライ 50m 新規

28 兵庫 28615 須磨学園高等学校 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 女 4:10.88 高3 自由形 400m 新規

28 兵庫 28615 須磨学園高等学校 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 女 8:37.05 高3 自由形 800m 新規

28 兵庫 28615 須磨学園高等学校 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 女 16:54.67 高3 自由形 1500m 新規

28 兵庫 28824 コナミ本店西宮 溝畑　樹蘭 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ 男 0:49.14 高3 自由形 100m 追加

28 兵庫 28869 JSS大久保スイミングスクール 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 女 2:09.56 中3 バタフライ 200m 追加

33 岡山 33325 就実高校 平松　夏奈 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ 女 1:08.27 高3 平泳ぎ 100m 追加

40 福岡 40528 BS太宰府 山口　藍李 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 女 2:08.68 高3 背泳ぎ 200m 新規

44 大分 44114 大分県立大分雄城台高等学校 清田　栞那 ｷﾖﾀ ｶﾝﾅ 女 0:27.16 高3 バタフライ 50m 追加

48 学関東 48002 法政大学 常深　皓貴 ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ 男 4:13.54 大1 個人メドレー 400m 新規

48 学関東 48003 中央大学 坂井孝士郎 ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ 男 0:49.36 大1 自由形 100m 新規

48 学関東 48007 日本体育大学 南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 男 15:01.00 大1 自由形 1500m 新規

48 学関東 48007 日本体育大学 南出　大伸 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ 男 7:45.00 大1 自由形 800m 新規

48 学関東 48037 明治大学 菊地　　蓮 ｷｸﾁ ﾚﾝ 男 0:22.56 大1 自由形 50m 新規

48 学関東 48049 神奈川大学 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 女 2:08.56 大1 背泳ぎ 200m 新規

48 学関東 48049 神奈川大学 白川　有紗 ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ 女 17:15.00 大1 自由形 1500m 追加

48 学関東 48132 山梨学院大学 西山　雄介 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ 男 4:13.71 大1 個人メドレー 400m 新規

48 学関東 48132 山梨学院大学 奥田　百香 ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｶ 女 2:25.64 大1 平泳ぎ 200m 新規

49 学中部 49002 中京大学 松村　優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 男 0:59.68 大1 平泳ぎ 100m 追加

49 学中部 49002 中京大学 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 女 2:10.10 大1 バタフライ 200m 追加

49 学中部 49002 中京大学 松下　侑平 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ 男 1:55.33 大1 バタフライ 200m 新規

49 学中部 49002 中京大学 鈴木　達大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 男 1:55.27 大1 バタフライ 200m 新規

50 学関西 50010 近畿大学 木村　匡克 ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ 男 15:09.46 大1 自由形 1500m 新規

50 学関西 50010 近畿大学 木村　匡克 ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ 男 8:00.00 大1 自由形 800m 新規

50 学関西 50010 近畿大学 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 女 1:59.62 大1 自由形 200m 追加

以上
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