
◆リレー申込一覧 日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技

性別:チーム名:No: 年齢区分: 距離: 種目:

1 北海道

北海道          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

北海道          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

北海道          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

北海道          女子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

北海道          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

北海道          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

3 岩  手

岩　手          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

岩　手          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

8 茨  城

茨  城          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

茨  城          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

茨  城          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

茨  城          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

茨  城          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

茨  城          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

茨  城          混合 4x50m120歳の部 フリーリレー

茨  城          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

10 群  馬

群　馬 男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

群　馬 男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

群　馬 男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

群　馬 男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

群　馬 男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

群　馬 混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

群　馬 混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

11 埼  玉

埼　玉          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

埼　玉          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

埼　玉          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

埼　玉          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

埼　玉          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

埼　玉          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

埼　玉          女子 4x50m240歳の部 フリーリレー

埼　玉          女子 4x50m120歳の部 フリーリレー

埼　玉          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

埼　玉          女子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

埼　玉          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

埼　玉          女子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

埼　玉          混合 4x50m120歳の部 フリーリレー

埼　玉          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

埼　玉          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

埼　玉          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

埼　玉          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

埼　玉 Ａ 混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

埼　玉 Ｂ 混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

埼　玉          混合 4x50m120歳の部 メドレーリレー

埼　玉          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー
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12 千  葉

千　葉          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

千　葉          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

千　葉          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

千　葉          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

千　葉          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

千　葉          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

千　葉          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

千　葉          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

千　葉          女子 4x50m240歳の部 フリーリレー

千　葉          女子 4x50m160歳の部 フリーリレー

千　葉          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

千　葉          女子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

千　葉          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

千　葉          女子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

千　葉          混合 4x50m120歳の部 フリーリレー

千　葉          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

千　葉          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

千　葉          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

千　葉          混合 4x50m120歳の部 メドレーリレー

千　葉          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

千　葉          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

千　葉          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

13 東  京

東　京          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

東　京          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

東　京          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

東　京          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

東　京          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

東　京          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

東　京          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

東　京          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

東　京          女子 4x50m120歳の部 フリーリレー

東　京          女子 4x50m160歳の部 フリーリレー

東　京          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

東　京          女子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

東　京          女子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

東　京          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

東　京          混合 4x50m120歳の部 フリーリレー

東　京          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

東　京          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

東　京          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

東　京          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

東　京          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

東　京          混合 4x50m120歳の部 メドレーリレー

東　京          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー
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14 神奈川

神奈川          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

神奈川          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

神奈川          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

神奈川          男子 4x50m280歳の部 フリーリレー

神奈川          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

神奈川          男子 4x50m280歳の部 メドレーリレー

神奈川          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

神奈川          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

神奈川          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

神奈川          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

神奈川          女子 4x50m280歳の部 フリーリレー

神奈川          女子 4x50m240歳の部 フリーリレー

神奈川          女子 4x50m120歳の部 フリーリレー

神奈川          女子 4x50m160歳の部 フリーリレー

神奈川          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

神奈川          女子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

神奈川          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

神奈川          女子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

神奈川          女子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

神奈川          女子 4x50m280歳の部 メドレーリレー

神奈川          混合 4x50m280歳の部 フリーリレー

神奈川          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

神奈川          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

神奈川          混合 4x50m120歳の部 フリーリレー

神奈川          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

神奈川          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

神奈川          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

神奈川          混合 4x50m120歳の部 メドレーリレー

神奈川          混合 4x50m280歳の部 メドレーリレー

神奈川          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

16 長  野

長　野          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

長　野          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

長　野          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

長　野          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

長　野          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

長　野          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

18 富  山

富　山          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

富　山          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

富　山          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

富　山          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

富　山          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

富　山          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

富　山          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー
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19 石  川

石　川          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

石　川          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

石　川          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

石　川          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

石　川          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

石　川          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

石　川          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

石　川          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

石　川          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

石　川          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

石　川          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

石　川          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

石　川          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

石　川          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

石　川          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

石　川          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

20 福  井

福　井          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

福　井          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

21 静  岡

静　岡          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

静　岡          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

静　岡          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

静　岡          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

静　岡          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

静　岡          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー
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22 愛  知

愛　知          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

愛　知          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

愛　知          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

愛　知          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

愛　知          男子 4x50m280歳の部 フリーリレー

愛　知          男子 4x50m280歳の部 メドレーリレー

愛　知          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

愛　知          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

愛　知          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

愛　知          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

愛　知          女子 4x50m120歳の部 フリーリレー

愛　知          女子 4x50m160歳の部 フリーリレー

愛　知          女子 4x50m240歳の部 フリーリレー

愛　知          女子 4x50m280歳の部 フリーリレー

愛　知          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

愛　知          女子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

愛　知          女子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

愛　知          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

愛　知          女子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

愛　知          女子 4x50m280歳の部 メドレーリレー

愛　知          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

愛　知          混合 4x50m120歳の部 フリーリレー

愛　知          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

愛　知          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

愛　知          混合 4x50m280歳の部 フリーリレー

愛　知          混合 4x50m280歳の部 メドレーリレー

愛　知          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

愛　知          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

愛　知          混合 4x50m120歳の部 メドレーリレー

愛　知          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー
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24 岐  阜

岐　阜          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

岐　阜          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

岐　阜          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

岐　阜          男子 4x50m280歳の部 フリーリレー

岐　阜          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

岐　阜          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

岐　阜          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

岐　阜          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

岐　阜          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

岐　阜          女子 4x50m160歳の部 フリーリレー

岐　阜          女子 4x50m120歳の部 フリーリレー

岐　阜          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

岐　阜          女子 4x50m240歳の部 フリーリレー

岐　阜          女子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

岐　阜          女子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

岐　阜          女子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

岐　阜          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

岐　阜          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

岐　阜          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

岐　阜          混合 4x50m280歳の部 フリーリレー

岐　阜          混合 4x50m280歳の部 メドレーリレー

岐　阜          混合 4x50m120歳の部 メドレーリレー

岐　阜          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

岐　阜          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

岐　阜          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

25 滋  賀

滋　賀          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

滋　賀          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

滋　賀          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

滋　賀          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

滋　賀          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

滋　賀          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

滋　賀          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

滋　賀          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

滋　賀          女子 4x50m160歳の部 フリーリレー

滋　賀          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

滋　賀          女子 4x50m240歳の部 フリーリレー

滋　賀          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

滋　賀          女子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

滋　賀          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

滋　賀          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

滋　賀          混合 4x50m120歳の部 フリーリレー

滋　賀          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

滋　賀          混合 4x50m120歳の部 メドレーリレー

滋　賀          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

滋　賀          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

滋　賀          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー
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27 大  阪

大　阪          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

大　阪          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

大　阪          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

28 兵  庫

兵　庫          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

兵　庫 Ｂ 男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

兵　庫          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

兵　庫 Ｃ 男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

兵　庫 Ａ 男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

兵　庫 Ｂ 男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

兵　庫 Ａ 男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

兵　庫          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

兵　庫          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

兵　庫 Ａ 男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

兵　庫 Ａ 男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

兵　庫 Ｂ 男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

兵　庫 Ｂ 男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

兵　庫 Ｃ 男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

兵　庫          女子 4x50m280歳の部 フリーリレー

兵　庫          女子 4x50m240歳の部 フリーリレー

兵　庫          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

兵　庫          女子 4x50m160歳の部 フリーリレー

兵　庫          女子 4x50m280歳の部 メドレーリレー

兵　庫          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

兵　庫          女子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

兵　庫          女子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

兵　庫          混合 4x50m280歳の部 フリーリレー

兵　庫          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

兵　庫          混合 4x50m120歳の部 フリーリレー

兵　庫          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

兵　庫          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

兵　庫          混合 4x50m120歳の部 メドレーリレー

兵　庫          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

兵　庫          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

兵　庫          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

兵　庫          混合 4x50m280歳の部 メドレーリレー

29 奈  良

奈　良 男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

30 和歌山

和歌山          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

和歌山          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

和歌山          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

和歌山          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

和歌山          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

和歌山          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー
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33 岡  山

岡　山          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

岡　山          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

岡　山          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

岡　山          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

岡　山          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

岡　山          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

岡　山          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

34 広  島

広　島          男子 4x50m280歳の部 フリーリレー

広　島          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

広　島          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

広　島          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

広　島          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

広　島          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

広　島          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

広　島          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

広　島          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

広　島          男子 4x50m280歳の部 メドレーリレー

広　島          女子 4x50m160歳の部 フリーリレー

広　島          女子 4x50m280歳の部 フリーリレー

広　島          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

広　島          女子 4x50m120歳の部 フリーリレー

広　島          女子 4x50m240歳の部 フリーリレー

広　島          女子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

広　島          女子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

広　島          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

広　島          女子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

広　島          女子 4x50m280歳の部 メドレーリレー

広　島          混合 4x50m120歳の部 フリーリレー

広　島          混合 4x50m280歳の部 フリーリレー

広　島          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

広　島          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

広　島          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

広　島          混合 4x50m120歳の部 メドレーリレー

広　島          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

広　島          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

広　島          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

広　島          混合 4x50m280歳の部 メドレーリレー

35 山  口

山　口          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

山　口          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

8 / 9 p2019年7月31日 14:33:07



◆リレー申込一覧 日本スポーツマスターズ２０１９水泳競技

性別:チーム名:No: 年齢区分: 距離: 種目:

38 愛  媛

愛　媛          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

愛　媛          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

愛　媛          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

愛　媛          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

愛　媛          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

愛　媛          女子 4x50m160歳の部 フリーリレー

愛　媛          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

愛　媛          女子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

愛　媛          女子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

愛　媛          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

愛　媛          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

愛　媛          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー

愛　媛          混合 4x50m120歳の部 メドレーリレー

愛　媛          混合 4x50m160歳の部 メドレーリレー

愛　媛          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

愛　媛          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

愛　媛          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

39 高  知

高　知          男子 4x50m240歳の部 フリーリレー

高　知          男子 4x50m240歳の部 メドレーリレー

高　知          女子 4x50m200歳の部 フリーリレー

高　知          混合 4x50m240歳の部 フリーリレー

高　知          混合 4x50m240歳の部 メドレーリレー

42 長  崎

長　崎          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

長　崎          男子 4x50m160歳の部 メドレーリレー

43 熊  本

熊　本          男子 4x50m200歳の部 フリーリレー

熊　本          男子 4x50m200歳の部 メドレーリレー

熊　本          混合 4x50m200歳の部 フリーリレー

熊　本          混合 4x50m200歳の部 メドレーリレー

44 大  分

大　分          男子 4x50m120歳の部 フリーリレー

大　分          男子 4x50m160歳の部 フリーリレー

大　分          男子 4x50m120歳の部 メドレーリレー

大　分          混合 4x50m160歳の部 フリーリレー
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