
平成30年4月1日現在

加盟団体・登録団体　各位

第94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 所属並記

06 山  形 06033 鶴岡ＳＣ 4419780 今野　太介 ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ 男 高3 自由形 50m 0:22.50

08 茨  城 08127 イトマン守谷 4202791 桜田　　遼 ｻｸﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 男 大1 背泳ぎ 50m 0:24.91 順天堂大学

10 群  馬 10525 県央ＳＳ 4646842 茂原ひなた ｼｹﾞﾊﾗ ﾋﾅﾀ 女 高3 自由形 800m 8:38.74

11 埼  玉 11628 ｽｳｨﾝみよし 5134747 守友　晃子 ﾓﾘﾄﾓ ｱｷｺ 女 中3 バタフライ 200m 2:09.60

11 埼  玉 11639 ｽｳｨﾝ春日部 4278848 三浦　理音 ﾐｳﾗ ﾘｵﾝ 女 高2 個人メドレー 400m 4:41.78 春日部共栄高

12 千  葉 12501 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 6163367 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 女 中3 バタフライ 200m 2:09.22

12 千  葉 12551 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 3414215 尾﨑　健太 ｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ 男 大1 自由形 400m 3:48.74 日本大学

12 千  葉 12551 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 3414215 尾﨑　健太 ｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ 男 大1 自由形 800m 8:07.91 日本大学

13 東  京 13504 ｲﾄﾏﾝ東伏見 4596091 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 女 高3 自由形 400m 4:11.28 淑徳巣鴨高校

13 東  京 13509 アクラブ調布 4151656 本間　尚輝 ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ 男 大1 バタフライ 50m 0:23.78 明治大学

13 東  京 13509 アクラブ調布 4218868 遠藤　　渚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ 女 中3 背泳ぎ 100m 1:00.08

13 東  京 13510 金町ＳＣ 6327814 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 女 中1 平泳ぎ 50m 0:31.80

13 東  京 13530 東京ＳＣ 4234802 佐藤　翔馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 男 高3 平泳ぎ 200m 2:07.18 慶應義塾高校

13 東  京 13530 東京ＳＣ 4310350 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 女 高1 個人メドレー 200m 2:10.64

13 東  京 13541 藤村ＳＳ 3002439 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 女 大1 バタフライ 200m 2:08.26 法政大学

13 東  京 13541 藤村ＳＳ 3389431 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 男 高3 背泳ぎ 200m 1:56.93

13 東  京 13541 藤村ＳＳ 3389431 武蔵　　尚 ﾑｻｼ ｼｮｳ 男 高3 背泳ぎ 100m 0:53.45

13 東  京 13541 藤村ＳＳ 4401352 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 女 高3 平泳ぎ 50m 0:31.95 藤村女子高校

13 東  京 13542 Ｓｔｙｌｅ１ 4836705 長嶋　透夢 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾑ 男 大1 バタフライ 50m 0:23.86

13 東  京 13569 ドーム巣鴨 5057878 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 女 中3 平泳ぎ 50m 0:31.86

13 東  京 13613 東京ＤＣ桜台 3704094 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 女 高2 平泳ぎ 200m 2:24.77 淑徳巣鴨高校

14 神奈川 14002 湘南工大附 4642369 鈴木　海渡 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 男 高3 バタフライ 100m 0:52.43 ｲﾄﾏﾝ横須賀

14 神奈川 14505 NECGSC玉川 4368532 石井　美紗 ｲｼｲ ﾐｻ 女 高1 バタフライ 50m 0:27.22 日大藤沢高校

14 神奈川 14545 ＳＡ新城 4111193 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 女 高3 自由形 100m 0:55.51

14 神奈川 14545 ＳＡ新城 5501902 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 女 中2 平泳ぎ 200m 2:25.74

14 神奈川 14584 SPﾎｳﾄｸ金沢 4426571 柳川　大樹 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 男 高1 背泳ぎ 50m 0:24.36 日大藤沢高校

14 神奈川 14628 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 3406938 金指　柚香 ｶﾅｻｼ ﾕｳｶ 女 大1 個人メドレー 400m 4:38.50 日本大学

14 神奈川 14628 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 3406938 金指　柚香 ｶﾅｻｼ ﾕｳｶ 女 大1 背泳ぎ 200m 2:09.00 日本大学

14 神奈川 14631 ATSC.YW 3924175 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 女 高3 自由形 200m 1:58.09 日大藤沢高校

14 神奈川 14631 ATSC.YW 3754246 本多　　灯 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ 男 高2 自由形 400m 3:49.18 日大藤沢高校

14 神奈川 14649 ﾙﾈｻﾝｽ港南中 5979413 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 女 高2 自由形 200m 1:59.24 日大藤沢高校

22 愛  知 22308 豊川高 4073265 三浦　恵太 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 男 高3 個人メドレー 400m 4:13.42

26 京  都 26046 西城陽高校 4701907 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 女 高2 自由形 200m 1:58.88

26 京  都 26513 京都踏水会 4502877 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 女 高2 個人メドレー 400m 4:41.41 京都外大西高

26 京  都 26559 コナミ八幡 4242088 團　　頌太 ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ 男 高3 バタフライ 100m 0:52.42

27 大  阪 27212 イ ト マ ン 4292610 稲垣　大智 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 男 大1 平泳ぎ 100m 0:59.62

27 大  阪 27212 イ ト マ ン 4342194 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 男 高2 自由形 1500m 15:05.33 四條畷学園高

27 大  阪 27212 イ ト マ ン 4342194 井本　一輝 ｲﾓﾄ ｲｯｷ 男 高2 自由形 800m 8:00.43 四條畷学園高
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27 大  阪 27303 大阪水泳学校 5181851 井野　竜佳 ｲﾉ ﾘｭｳｶ 男 大1 個人メドレー 200m 1:58.25

29 奈  良 29209 MGニッシン 4621673 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 女 高1 自由形 400m 4:10.52 天理高校

40 福  岡 40520 福岡ＳＣ 3734616 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 男 高3 個人メドレー 400m 4:13.40

40 福  岡 40520 福岡ＳＣ 3734616 藤原　育大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ 男 高3 個人メドレー 200m 1:58.85

41 佐  賀 41004 佐賀学園高校 3095989 松田　　龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳ 男 高3 個人メドレー 400m 4:13.25

43 熊  本 43514 マリーン鹿本 5071020 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 女 高1 自由形 50m 0:25.78

48 学関東 48003 中央大学 3415559 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 男 大1 自由形 200m 1:46.27

48 学関東 48003 中央大学 3415559 大西　　翼 ｵｵﾆｼ ﾂﾊﾞｻ 男 大1 自由形 100m 0:49.09

48 学関東 48007 日本体育大学 3324127 林　　正人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 男 大1 バタフライ 200m 1:55.52

48 学関東 48037 明治大学 5508787 井元　秀哉 ｲﾓﾄ ｼｭｳﾔ 男 大1 自由形 100m 0:49.22

48 学関東 48052 東洋大学 3780018 宝田　康平 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾍｲ 男 大1 個人メドレー 400m 4:10.94

48 学関東 48056 早稲田大学 4210117 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 男 大1 自由形 400m 3:49.41

48 学関東 48056 早稲田大学 4210117 古畑　海生 ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ 男 大1 自由形 800m 8:10.00

48 学関東 48075 順天堂大学 2977452 嵯峨　　皐 ｻｶﾞ ｻﾂｷ 女 大1 背泳ぎ 100m 0:59.91

50 学関西 50010 近畿大学 4189359 種村　颯太 ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 男 大1 自由形 1500m 15:01.62 ＭＧニッシン

50 学関西 50010 近畿大学 4189359 種村　颯太 ﾀﾈﾑﾗ ｿｳﾀ 男 大1 自由形 800m 7:57.16 ＭＧニッシン

以上
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