
平成28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。

NO. 区分 加盟団体 登録団体 登録番号 氏名 ｶﾅ氏名 性 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ 学年 種目 距離 所属並記

1 新規 01 北海道 01218 ＳＡシーナ 3961502 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 女 4:10.50 高2 自由形 400m

2 追加 10 群  馬 10534 スウィン前橋 4138003 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 女 2:08.07 高1 背泳ぎ 200m

3 追加 11 埼  玉 11508 スウィン大宮 2553587 内藤　良太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 男 0:52.93 大1 背泳ぎ 100m

4 新規 11 埼  玉 11508 スウィン大宮 3347441 赤羽根康太 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ 男 0:52.51 高3 バタフライ 100m 春日部共栄高

5 新規 11 埼  玉 11561 ひらはらＳＣ 2977452 嵯峨　　皐 ｻｶﾞ ｻﾂｷ 女 1:00.39 高2 背泳ぎ 100m

6 新規 11 埼  玉 11575 スウィン大教 2726667 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 女 0:25.77 大1 自由形 50m 青山学院大学

7 新規 11 埼  玉 11585 スウィン埼玉 2555230 大木　淳平 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男 0:59.40 大1 平泳ぎ 100m 明治大学

8 追加 11 埼  玉 11602 スウィン鷲宮 3820295 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 女 2:09.57 高1 背泳ぎ 200m

9 追加 12 千  葉 12551 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 2680850 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ 女 0:59.49 大1 背泳ぎ 100m

10 新規 13 東  京 13530 東京ＳＣ 4596091 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 女 4:11.48 高1 自由形 400m 淑徳巣鴨高校

11 新規 13 東  京 13694 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 3508317 木村　莉乃 ｷﾑﾗ ﾘﾉ 女 2:10.31 高1 バタフライ 200m

12 新規 14 神奈川 14521 相模原ＤＣ 4260395 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 女 4:09.81 高1 自由形 400m 湘南工大附高

13 新規 14 神奈川 14521 相模原ＤＣ 4260395 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 女 2:09:04 高1 背泳ぎ 200m 湘南工大附高

14 新規 14 神奈川 14550 トピーアヤセ 3430677 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ 女 1:00.07 高3 背泳ぎ 100m 湘南工大附高

15 追加 14 神奈川 14628 ダンロップSC 4541717 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 女 1:59.12 中3 自由形 200m

16 追加 14 神奈川 14631 ATSC.YW 2968639 金子　直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 男 0:49.45 大1 自由形 100m

17 新規 14 神奈川 14658 NECGSC溝の口 5508787 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 男 3:48.37 高2 自由形 400m 湘南工大附高

18 追加 18 富  山 18500 富山ＳＣ 3986810 金森　菜月 ｶﾅﾓﾘ ﾅﾂｷ 女 4:11.13 高3 自由形 400m

19 新規 18 富  山 18501 富山SC東富山 4653861 篠原　明美 ｼﾉﾊﾗ ｱｹﾐ 女 2:09.87 高1 バタフライ 200m

20 新規 21 静  岡 21018 飛龍高校 3083167 斉藤　孝佳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 男 1:58.94 高3 個人メドレー 200m

21 追加 21 静  岡 21207 磐田農業高校 3102963 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 女 4:39.72 高3 個人メドレー 400m

22 追加 22 愛  知 22022 名古屋高校 3488621 伊藤　晃平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 男 1:59.09 高3 個人メドレー 200m

23 追加 22 愛  知 22308 豊川高校 2953806 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 女 0:59.76 高3 バタフライ 100m

24 新規 22 愛  知 22308 豊川高校 3329918 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 女 1:00.04 高2 背泳ぎ 100m

25 新規 22 愛  知 22308 豊川高校 3803486 高橋　美空 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 女 8:25.03 高1 自由形 800m

26 新規 27 大  阪 27220 HOS 南千里 4152887 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 女 0:55.67 高2 自由形 100m

27 新規 29 奈  良 29213 桜泳会ＳＳ 3192666 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 男 1:57.34 高2 背泳ぎ 200m 天理高校

28 新規 40 福  岡 40526 ＢＳ古賀 3780018 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 男 4:14.02 高2 個人メドレー 400m

29 新規 48 学関東 48007 日本体育大学 2782366 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 女 0:59.63 大1 バタフライ 100m

30 新規 48 学関東 48031 立教大学 2449716 高山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 男 1:47.17 大1 自由形 200m

31 新規 48 学関東 48031 立教大学 2449716 高山　　凱 ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ 男 1:57.17 大1 個人メドレー 200m

32 追加 48 学関東 48040 筑波大学 3128894 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 女 1:58.99 大1 自由形 200m

33 追加 48 学関東 48040 筑波大学 3184339 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 女 0:55.70 大1 自由形 100m

34 新規 48 学関東 48052 東洋大学 3133437 若林　健太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 男 1:58.65 大1 個人メドレー 200m

35 新規 48 学関東 48057 日本大学 2729161 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 男 0:53.27 大1 背泳ぎ 100m

36 新規 48 学関東 48057 日本大学 2729161 川端　宏昌 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ 男 1:56.53 大1 背泳ぎ 200m

37 新規 48 学関東 48057 日本大学 2783511 小林　正陛 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 男 0:53.66 大1 背泳ぎ 100m

38 追加 49 学中部 49002 中京大学 2964132 宇野　柊平 ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 男 0:53.58 大1 背泳ぎ 100m

39 新規 49 学中部 49002 中京大学 3802471 東谷　一輝 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶｽﾞｷ 男 15:06.63 大1 自由形 1500m

40 新規 51 学中国 51007 岡山大学 2471637 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 男 1:55.45 大1 バタフライ 200m

41 新規 52 学九州 52033 鹿屋体育大学 2848195 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 男 3:49.11 大1 自由形 400m

42 新規 52 学九州 52033 鹿屋体育大学 2848195 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ 男 4:13.60 大1 個人メドレー 400m

確認中

1 追加 09 栃  木 09518 ＦーＢＩＧ 4105824 笹原世玲菜 ｻｻﾊﾗ ｾﾚﾅ 女 2:12.63 高1 個人メドレー 200m

2 追加 14 神奈川 14518 ヨコハマＳＣ 2959816 竹内　智哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 男 1:46.84 高3 自由形 200m 湘南工大附高

以上
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