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加盟団体　各位

第93回　日本選手権水泳競技大会　競泳競技　ＪＯ追加申込　受付一覧

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 登録番号 氏名 ｶﾅ氏名 性 学年 種目 距離 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ 生年月日 所属並記

02 青  森 02509 ＳＡむつ 5256869 杉山　樺音 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ 女 中3 個人メドレー 400m 4:40.12 2002/04/07

09 栃  木 09530 ｽｳｨﾝ宇都宮 4279219 髙橋　奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 女 中3 平泳ぎ 200m 2:24.50 2003/03/24

11 埼  玉 11525 スウィン熊谷 2974895 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 男 高3 個人メドレー 200m 1:57.86 1999/05/19 花咲徳栄高校

11 埼  玉 11575 スウィン大教 3371887 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 女 高2 自由形 400m 4:10.96 2000/04/13 埼玉栄高校

11 埼  玉 11631 ｽｳｨﾝ南越谷 3425286 野田　瑛太 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ 男 高3 個人メドレー 400m 4:13.59 1999/08/14 慶應志木高校

12 千  葉 12546 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 4342524 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 女 高3 バタフライ 100m 0:58.89 1999/07/19

12 千  葉 12562 ﾙﾈｻﾝｽ銚子 4750738 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 女 高2 自由形 50m 0:25.54 2001/01/11 市立銚子高校

13 東  京 13219 武蔵野高校 4211603 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 女 高3 自由形 100m 0:55.27 2000/02/20 スウィン東光

13 東  京 13236 日大豊山高校 4861473 谷口　　卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ 男 高1 平泳ぎ 50m 0:27.57 2001/09/26

13 東  京 13262 日出高校 3733942 高山　文香 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 女 高3 バタフライ 50m 0:27.37 1999/04/02

13 東  京 13536 ＤＯＳＳ豊洲 3855862 大武　誠之 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ 男 高2 自由形 200m 1:47.15 2000/07/11

13 東  京 13541 藤村ＳＳ 3332113 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 女 高3 バタフライ 50m 0:27.39 1999/09/28 明星学園高校

13 東  京 13541 藤村ＳＳ 4401352 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 女 高2 平泳ぎ 50m 0:31.82 2000/12/12 藤村女子高校

13 東  京 13579 ＴＩジャパン 3734907 髙津　奈々 ﾀｶﾂ ﾅﾅ 女 高3 バタフライ 50m 0:27.26 1999/09/04 青山学院

13 東  京 13664 ＪＳＳ八王子 3312482 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 女 高3 背泳ぎ 200m 2:08.95 2000/01/25 八王子高校

13 東  京 13686 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 5512442 内藤　万愛 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ 女 中2 バタフライ 50m 0:27.36 2003/06/22

13 東  京 13694 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 4224048 斎藤　千紘 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 女 高2 平泳ぎ 50m 0:31.99 2000/10/30

13 東  京 13694 ｾﾝﾄﾗﾙ目黒 5167457 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 女 高1 バタフライ 200m 2:09.52 2001/08/30

14 神奈川 14515 コナミ天王町 4651790 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 女 中3 背泳ぎ 200m 2:08.11 2002/07/17

14 神奈川 14628 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 4541717 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 女 高1 バタフライ 50m 0:26.46 2002/01/05 日大藤沢高校

14 神奈川 14631 ATSC.YW 3383926 石原諒太郎 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男 高2 バタフライ 200m 1:56.11 2000/07/05 桐光学園高校

14 神奈川 14658 NECGSC溝の口 5508787 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 男 高3 自由形 200m 1:46.76 1999/04/21 湘南工大附高

14 神奈川 14658 NECGSC溝の口 3897751 井ノ口茉里 ｲﾉｸﾞﾁ ﾏﾘ 女 高3 平泳ぎ 50m 0:31.65 1999/12/03 白鵬女子高校

22 愛  知 22308 豊川高校 3329918 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 女 高3 背泳ぎ 100m 1:00.32 1999/10/06

22 愛  知 22308 豊川高校 4073265 三浦　恵太 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 男 高2 個人メドレー 400m 4:14.10 2000/04/02

22 愛  知 22308 豊川高校 3813757 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 女 高2 自由形 200m 1:59.49 2001/03/21

23 三  重 23075 大紀ＳＣ 3949976 阪本　祐也 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 男 高3 バタフライ 50m 0:23.93 1999/10/03 三重高校

26 京  都 26540 コパン宇治 6008480 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 女 中3 自由形 200m 1:58.12 2002/08/25

27 大  阪 27212 イ ト マ ン 3818649 石山　諒一 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 男 大1 背泳ぎ 50m 0:25.08 1998/06/05

27 大  阪 27212 イ ト マ ン 3350595 溝渕　雄亮 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾕｳｽｹ 男 大1 平泳ぎ 200m 2:07.81 1998/08/13

27 大  阪 27212 イ ト マ ン 4198437 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 女 高3 自由形 400m 4:11.37 1999/04/30

27 大  阪 27212 イ ト マ ン 4031213 若山　大輝 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 男 高3 平泳ぎ 50m 0:27.73 1999/05/31

27 大  阪 27212 イ ト マ ン 4292610 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 男 高3 平泳ぎ 50m 0:27.87 1999/8/17

27 大  阪 27327 枚方ＳＳ 3836641 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 女 高2 自由形 400m 4:11.01 2001/03/17

27 大  阪 27327 枚方ＳＳ 3836641 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 女 高2 自由形 800m 8:36.08 2001/03/17

27 大  阪 27327 枚方ＳＳ 3836641 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 女 高2 自由形 1500m 17:20.00 2001/03/17

27 大  阪 27615 イトマン近大 3519706 臼田　悠人 ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 男 大1 自由形 50m 0:22.52 1998/09/29

28 兵  庫 28602 市川高校 4210117 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 男 高3 自由形 1500m 15:05.72 1999/07/12

28 兵  庫 28602 市川高校 4210117 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 男 高3 自由形 800m 8:04.00 1999/07/12

28 兵  庫 28615 須磨学園高校 3795384 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 女 高3 平泳ぎ 200m 2:25.50 1999/08/05 塚口ＳＳ

28 兵  庫 28869 ＪＳＳ大久保 3066207 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 女 高2 バタフライ 50m 0:27.39 2000/10/22 須磨学園高校

29 奈  良 29209 MGニッシン 4189359 種村　颯太 ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 男 高3 自由形 1500m 14:09.37 1999/10/27 天理高校
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29 奈  良 29209 MGニッシン 5181661 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 女 中3 自由形 400m 4:09.87 2002/05/31

29 奈  良 29209 MGニッシン 5181661 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 女 中3 自由形 200m 1:58.01 2002/05/31

40 福  岡 40526 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀 3780018 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 男 高3 背泳ぎ 50m 0:24.74 1999/11/26

41 佐  賀 41004 佐賀学園高校 3095989 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 男 高2 個人メドレー 400m 4:14:19 2000/07/10

46 鹿児島 46021 鹿児島高校 4257950 平野玲於奈 ﾋﾗﾉ ﾚｵﾅ 男 高3 平泳ぎ 50m 0:27.85 1999/04/20

48 学関東 48037 明治大学 3320733 中西　　晟 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 男 大1 背泳ぎ 50m 0:24.98 1998/12/12

48 学関東 48040 筑波大学 3293662 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 女 大1 背泳ぎ 200m 2:09.60 1998/05/12

48 学関東 48056 早稲田大学 3832233 丸山　優稀 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 男 大1 背泳ぎ 200m 1:56.15 1999/01/23

48 学関東 48132 山梨学院大学 3560230 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 女 大1 背泳ぎ 100m 1:00.34 1998/11/30

50 学関西 50006 関西学院大学 4647201 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 男 大1 自由形 200m 1:47.49 1999/03/19

50 学関西 50006 関西学院大学 4647201 平松　聖隆 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖﾀｶ 男 大1 自由形 100m 0:49.43 1999/03/19

50 学関西 50010 近畿大学 2711810 武松　悠真 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳﾏ 男 大1 自由形 1500m 15:03.48 1998/07/16

以上
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