
男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１１～１２歳

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

伊藤　瑠飛    ｲﾄｳ ﾙｷﾄ         ＪＳＳ清田      小学（6）1 01148

加藤　　岳    ｶﾄｳ ｶﾞｸ         イトマン函館    小学（5）2 01153

成田　宗玄    ﾅﾘﾀ ｼｭｳｹﾞﾝ      青森ヤクルト    小学（5）3 02500

佐藤　瑠威    ｻﾄｳ ﾙｲ          WING五所川原    小学（6）4 02512

石川　遼弥    ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ        郡山インター    小学（6）5 07802

齋藤　俐旺    ｻｲﾄｳ ﾘｵ         日新館ＳＳ      小学（5）6 07804

石川　達也    ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ        タップ牛久      小学（6）7 08108

大塚　俊輝    ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ        ﾙﾈｻﾝｽ水戸       小学（6）8 08118

大橋　亮太    ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾀ       ｾﾝﾄﾗﾙ宇都宮     小学（6）9 09507

溝口　舜大    ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ     ＳＧＣ・佐野    小学（5）10 09524

高瀬　快來    ﾀｶｾ ｶｲﾗ         ビッグツリー    小学（6）11 09538

大澤　大地    ｵｵｻﾜ ﾀﾞｲﾁ       グンゼＳ前橋    小学（6）12 10550

正木　快飛    ﾏｻｷ ｶｲﾄ         SW大教大宮東    小学（5）13 11527

神場　一樹    ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ        おざわＳＳ      小学（6）14 11554

渡邉　大地    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ      スウィン鴻巣    小学（6）15 11600

會田　　慧    ｱｲﾀﾞ ｻﾄｼ        スウィン鴻巣    小学（6）16 11600

永田　悠翔    ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙﾄ        アーデル        小学（5）17 12511

大久保朝陽    ｵｵｸﾎﾞ ｱｻﾋ       VERDI           小学（6）18 12514

加賀屋　諒    ｶｶﾞﾔ ﾘｮｳ        ｾﾝﾄﾗﾙ流山       小学（6）19 12545

猪山　竜汰    ｲﾉﾔﾏ ﾘｭｳﾀ       コナミ津田沼    小学（6）20 12571

三田涼太朗    ﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ       ＪＳＳ立石      小学（6）21 13528

河井　桜輔    ｶﾜｲ ｵｳｽｹ        東京ＳＣ        小学（6）22 13530

塩田　直也    ｼｵﾀ ﾅｵﾔ         東京ＳＣ        小学（6）23 13530

西野　平能    ﾆｼﾉ ｻﾈﾉﾘ        ｾﾝﾄﾗﾙ福生       小学（6）24 13538

鈴木　真翔    ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ        世田谷ＳＳ      小学（5）25 13640

小山龍太郎    ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ      ｲﾄﾏﾝ昭和の森    小学（6）26 13657

井上　慧豪    ｲﾉｳｴ ｹｲｺﾞｳ      コナミ林間      小学（6）27 14517

佐藤　成風    ｻﾄｳ ﾅﾘｶｾﾞ       カワサキＳＣ    小学（5）28 14524

加藤　琉章    ｶﾄｳ ﾘｭｳｼｮｳ      コナミ洋光台    小学（6）29 14569

土原　　竜    ﾂﾁﾊﾗ ﾘｭｳ        ﾙﾈｻﾝｽ港南台     小学（6）30 14647

白土　大輔    ｼﾗﾂﾁ ﾀﾞｲｽｹ      ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     小学（5）31 14656

山尾利樹人    ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ         NECGSC溝の口    小学（6）32 14658

八木野航平    ﾔｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ       フィッツ竜王    小学（6）33 15520

田中　悠太    ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ         ダッシュ三条    小学（6）34 17566

秋山　隆創    ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾄ       ダッシュ三条    小学（6）35 17566

稲津　聡太    ｲﾅﾂﾞ ｿｳﾀ        ＳＡ小出        小学（6）36 17567

長谷川温大    ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ       アクシー亀田    小学（6）37 17572

高田　潤也    ﾀｶﾀ ｼﾞｭﾝﾔ       富山ＳＣ        小学（6）38 18500

関川　赳功    ｾｷｶﾜ ﾀｹﾉﾘ       とこはＳＳ      小学（6）39 21725

浅野　雅久    ｱｻﾉ ｶﾞｸ         ＮＰＯ口論義    小学（6）40 22100

瀬川凌太朗    ｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ     コパン鳴海      小学（5）41 22116

吉田　　聖    ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ       ﾙﾈｻﾝｽ小幡       小学（5）42 22365

谷口　廣維    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｲ       ベスパＳＳ      小学（6）43 23107

岸本　真樹    ｷｼﾓﾄ ﾏｻｷ        Ｂ＆Ｇ今津      小学（6）44 25316

髙桑　茅颯    ﾀｶｸﾜ ｶﾔﾄ        コナミ伏見      小学（6）45 26505

大西　雄斗    ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ        イトマン京都    小学（6）46 26539

黒川　卓聖    ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ        イ ト マ ン     小学（6）47 27212

池田　星那    ｲｹﾀﾞ ｾﾅ         JSSはびきの     小学（5）48 27325

安藤　　陽    ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ       枚方SS牧野      小学（5）49 27326

宮岡　諒輔    ﾐﾔｵｶ ﾘｮｳｽｹ      NSI鶴見         小学（6）50 27396

1/37 ページ2020年3月4日 17:53:54



男子   50m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１１～１２歳

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

松山　　育    ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ         ｻﾝｹｲST          小学（5）51 27399

朝山誠司郎    ｱｻﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ      塚口ＳＳ        小学（5）52 28805

泉　　結智    ｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ        S･ﾊﾟﾃｨｵ         小学（6）53 28816

前川　大和    ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ        コナミ西宮      小学（6）54 28824

加門　脩平    ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ       コナミ明石      小学（6）55 28825

中森　大智    ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ       イトマン富雄    小学（5）56 29201

大久保雄翔    ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾄ       ＭＧニッシン    小学（5）57 29209

河内　優大    ｶﾜｳﾁ ﾕｳﾀﾞｲ      ADカツラギSS    小学（5）58 30521

岡本　崚我    ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ      ｻﾝﾌﾗﾜｰSS        小学（6）59 33025

林　　睦己    ﾊﾔｼ ﾑﾂｷ         KSGSSS岩国      小学（6）60 35241

幸野　愛永    ｺｳﾉ ﾏﾅﾄ         ジャパン三木    小学（6）61 36515

真鍋　千賢    ﾏﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ        ﾌｨｯﾀ新居浜      小学（6）62 38202

森田　淳夢    ﾓﾘﾀ ｱﾂﾑ         ﾌｨｯﾀ新居浜      小学（6）63 38202

兵頭虎太朗    ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ     ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前    小学（5）64 38318

尾花　昴星    ｵﾊﾞﾅ ｽﾊﾞﾙ       ＪＳＳ姪浜      小学（6）65 40534

桝屋　洋人    ﾏｽﾔ ﾋﾛﾄ         はるおか水巻    小学（6）66 40611

後藤　琢己    ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ        甘木ＳＣ        小学（6）67 40702

橋本　輝仁    ﾊｼﾓﾄ ﾃﾙﾋﾄ       ようどう館佐    小学（6）68 41037

高比良竜一    ﾀｶﾋﾗ ﾘｭｳｲﾁ      長崎ＳＣ        小学（6）69 42300

後藤　豊貴    ｺﾞﾄｳ ﾄﾖｷ        ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       小学（5）70 44163

江﨑　侑聖    ｴｻﾞｷ ﾕｳｾｲ       Ｋｉｔ          小学（6）71 46848
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第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

伊藤　瑠飛    ｲﾄｳ ﾙｷﾄ         ＪＳＳ清田      小学（6）1 01148

黒田　一瑳    ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｻ       コナミ白石      小学（6）2 01192

森田　碧大    ﾓﾘﾀ ｱｵｲ         セントラル泉    小学（6）3 04307

石川　遼弥    ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ        郡山インター    小学（6）4 07802

齋藤　俐旺    ｻｲﾄｳ ﾘｵ         日新館ＳＳ      小学（5）5 07804

石川　達也    ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ        タップ牛久      小学（6）6 08108

大塚　俊輝    ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ        ﾙﾈｻﾝｽ水戸       小学（6）7 08118

川口　真澄    ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｽﾐ       リリーＳＣ      小学（6）8 08120

古江　　良    ﾌﾙｴ ﾘｮｳ         スウィン北本    小学（5）9 11518

正木　快飛    ﾏｻｷ ｶｲﾄ         SW大教大宮東    小学（5）10 11527

神場　一樹    ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ        おざわＳＳ      小学（6）11 11554

渡邉　大地    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ      スウィン鴻巣    小学（6）12 11600

横田　赳大    ﾖｺﾀ ﾀｹﾋﾛ        ＣＡＣＳＳ      小学（6）13 12507

岩崎　　洸    ｲﾜｻｷ ｺｳ         アーデル        小学（5）14 12511

加賀屋　諒    ｶｶﾞﾔ ﾘｮｳ        ｾﾝﾄﾗﾙ流山       小学（6）15 12545

下城　風弥    ｼﾓｼﾞｮｳ ﾌｳﾔ      ＪＳＳ立石      小学（6）16 13528

山田　悠生    ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ        ロンド東村山    小学（6）17 13555

小柳　優成    ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳｾｲ      ＭＹＳ花畑      小学（5）18 13567

奥田幸太郎 ｵｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ル・西国分寺 小学（6）19 13568

鈴木　真翔    ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ        世田谷ＳＳ      小学（5）20 13640

小山龍太郎    ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ      ｲﾄﾏﾝ昭和の森    小学（6）21 13657

堺　　大海    ｻｶｲ ﾀｲｶﾞ        ザバス鶴見      小学（6）22 14516

八木野航平    ﾔｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ       フィッツ竜王    小学（6）23 15520

柏岡　瑶人    ｶｼｵｶ ﾕｳﾄ        フィッツ竜王    小学（6）24 15520

秋山　隆創    ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾄ       ダッシュ三条    小学（6）25 17566

田中　悠太    ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ         ダッシュ三条    小学（6）26 17566

鈴木　　颯    ｽｽﾞｷ ﾊｸ         浜名湖ＳＳ      小学（6）27 21820

浅野　雅久    ｱｻﾉ ｶﾞｸ         ＮＰＯ口論義    小学（6）28 22100

瀬川凌太朗    ｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ     コパン鳴海      小学（5）29 22116

村佐　達也    ﾑﾗｻ ﾀﾂﾔ         名鉄ＳＳ刈谷    中学（1）30 22187

鈴木　崇弘    ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ       豊橋ＳＳ        小学（6）31 22211

杉浦　征典    ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ      名鉄ＳＳ半田    小学（6）32 22225

竹内　大輔    ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ      ＢＯＸ豊川      小学（6）33 22346

吉田　　聖    ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ       ﾙﾈｻﾝｽ小幡       小学（5）34 22365

宮本　晄希    ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ        津トップＳＣ    小学（6）35 23072

谷口　廣維    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｲ       ベスパＳＳ      小学（6）36 23107

安江　海翔    ﾔｽｴ ｶｲﾄ         コパン羽島      小学（6）37 24357

髙桑　茅颯    ﾀｶｸﾜ ｶﾔﾄ        コナミ伏見      小学（6）38 26505

大西　雄斗    ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ        イトマン京都    小学（6）39 26539

黒川　卓聖    ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ        イ ト マ ン     小学（6）40 27212

富谷　弦隆    ﾄﾐﾔ ｹﾞﾝﾘｭｳ      ＨＯＳ小阪      小学（6）41 27221

池田　星那    ｲｹﾀﾞ ｾﾅ         JSSはびきの     小学（5）42 27325

西垣　利喜    ﾆｼｶﾞｷ ﾘｷ        パシオ八尾      小学（5）43 27534

泉　　結智    ｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ        S･ﾊﾟﾃｨｵ         小学（6）44 28816

下田　瑞希    ｼﾓﾀﾞ ﾐｽﾞｷ       武庫之荘ＳＳ    小学（6）45 28870

中森　大智    ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ       イトマン富雄    小学（5）46 29201

山口　新太    ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾗﾀ       パル紀の川      小学（6）47 30506

岡本　崚我    ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ      ｻﾝﾌﾗﾜｰSS        小学（6）48 33025

林　　睦己    ﾊﾔｼ ﾑﾂｷ         KSGSSS岩国      小学（6）49 35241

幸野　愛永    ｺｳﾉ ﾏﾅﾄ         ジャパン三木    小学（6）50 36515
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森田　淳夢    ﾓﾘﾀ ｱﾂﾑ         ﾌｨｯﾀ新居浜      小学（6）51 38202

青野　　空    ｱｵﾉ ｿﾗ          ＭＧ双葉        小学（6）52 38227

諸熊　悠雅    ﾓﾛｸﾏ ﾕｳｶﾞ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ志免    小学（6）53 40527

尾花　昴星    ｵﾊﾞﾅ ｽﾊﾞﾙ       ＪＳＳ姪浜      小学（6）54 40534

後藤　琢己    ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ        甘木ＳＣ        小学（6）55 40702

歌野原誠仁    ｳﾀﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島    小学（6）56 41058

高比良竜一    ﾀｶﾋﾗ ﾘｭｳｲﾁ      長崎ＳＣ        小学（6）57 42300

江﨑　侑聖    ｴｻﾞｷ ﾕｳｾｲ       Ｋｉｔ          小学（6）58 46848
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黒田　一瑳    ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｻ       コナミ白石      小学（6）1 01192

金澤　岳踏    ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｹﾄ       ウイング八戸    小学（6）2 02505

瀧澤　裕成    ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ      ＳＡ一関        小学（5）3 03509

林　　亮輔    ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ       SA相馬          小学（6）4 07827

大塚　俊輝    ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ        ﾙﾈｻﾝｽ水戸       小学（6）5 08118

川口　真澄    ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｽﾐ       リリーＳＣ      小学（6）6 08120

加藤　颯馬    ｶﾄｳ ｿｳﾏ         ｽｳｨﾝ伊勢崎      小学（6）7 10516

古江　　良    ﾌﾙｴ ﾘｮｳ         スウィン北本    小学（5）8 11518

神場　一樹    ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ        おざわＳＳ      小学（6）9 11554

岡田　　仁    ｵｶﾀﾞ ｼﾞﾝ        アテナＡＭＣ    小学（6）10 11559

渡邉　大地    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ      スウィン鴻巣    小学（6）11 11600

杉村　　朔    ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ      スウィン鷲宮    小学（5）12 11602

雨海　唯斗    ｱﾏｶﾞｲ ﾕｲﾄ       スウィン越谷    小学（5）13 11604

内村　弥路    ｳﾁﾑﾗ ﾐﾛ         ｽｳｨﾝみよし      小学（6）14 11628

横田　赳大    ﾖｺﾀ ﾀｹﾋﾛ        ＣＡＣＳＳ      小学（6）15 12507

岩崎　　洸    ｲﾜｻｷ ｺｳ         アーデル        小学（5）16 12511

下城　風弥    ｼﾓｼﾞｮｳ ﾌｳﾔ      ＪＳＳ立石      小学（6）17 13528

長島　彰吾    ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ     ＭＹＳ花畑      小学（6）18 13567

小柳　優成    ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳｾｲ      ＭＹＳ花畑      小学（5）19 13567

島田　蒼大    ｼﾏﾀﾞ ｿｳﾀ        セ・ときわ台    小学（5）20 13592

小山龍太郎    ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ      ｲﾄﾏﾝ昭和の森    小学（6）21 13657

小島　夢貴    ｺｼﾞﾏ ﾕﾒｷ        ｲﾄﾏﾝ富士見台    小学（5）22 13670

堺　　大海    ｻｶｲ ﾀｲｶﾞ        ザバス鶴見      小学（6）23 14516

中野　輝音    ﾅｶﾉ ｷﾗ          神奈中ＳＳ      小学（5）24 14530

曳地　凌介    ﾋｷﾁ ﾘｮｳｽｹ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小学（5）25 14628

山口　　翼    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ      ナイス・横山    小学（6）26 14641

溝口　大成    ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ     ＡＣ三条        小学（6）27 17504

根岸　歩夢    ﾈｷﾞｼ ｱﾕﾑ        上越正和ＳＳ    小学（5）28 17506

飯塚遼太郎    ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ    金井学園ＳＣ    小学（5）29 20709

榊原　　天    ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿﾗ       RSC富士         小学（5）30 21603

村佐　達也    ﾑﾗｻ ﾀﾂﾔ         名鉄ＳＳ刈谷    中学（1）31 22187

鈴木　崇弘    ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ       豊橋ＳＳ        小学（6）32 22211

菱川　　槙    ﾋｼｶﾜ ﾏｷ         みなとＳＳ      小学（6）33 22249

竹内　大輔    ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ      ＢＯＸ豊川      小学（6）34 22346

吉田　　聖    ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ       ﾙﾈｻﾝｽ小幡       小学（5）35 22365

宮本　晄希    ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ        津トップＳＣ    小学（6）36 23072

臼井　豪汰    ｳｽｲ ｺﾞｳﾀ        ドルフィン      小学（6）37 24144

武藤　遥風    ﾑﾄｳ ﾊﾙｶ         サンながら      小学（5）38 24161

長嶋　宏達    ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ       コナミ伏見      小学（5）39 26505

髙桑　茅颯    ﾀｶｸﾜ ｶﾔﾄ        コナミ伏見      小学（6）40 26505

出口　　哲    ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ       イトマン京都    小学（6）41 26539

大西　雄斗    ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ        イトマン京都    小学（6）42 26539

堀井亜生登    ﾎﾘｲ ｱｲﾄ         パシオ福島      小学（6）43 27208

美濃　大悟    ﾐﾉｳ ﾀﾞｲｺﾞ       イ ト マ ン     小学（6）44 27212

富谷　弦隆    ﾄﾐﾔ ｹﾞﾝﾘｭｳ      ＨＯＳ小阪      小学（6）45 27221

松本　悠希    ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ        ﾏｯｸ緑地         小学（5）46 27231

今福　和志    ｲﾏﾌｸ ｶｽﾞｼ       枚方SS牧野      小学（6）47 27326

舟橋　　巧    ﾌﾅﾊｼ ｺｳ         枚方ＳＳ        小学（6）48 27327

牧内　竜也    ﾏｷｳﾁ ﾀﾂﾔ        ＮＳＩ古川橋    小学（5）49 27378

西垣　利喜    ﾆｼｶﾞｷ ﾘｷ        パシオ八尾      小学（5）50 27534
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泉　　結智    ｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ        S･ﾊﾟﾃｨｵ         小学（6）51 28816

岡本　一歩    ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ       ＳＵＮ網干      小学（5）52 28872

若杦　朝陽    ﾜｶｽｷﾞ ｱｻﾋ       イトマン富雄    小学（5）53 29201

中森　大智    ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ       イトマン富雄    小学（5）54 29201

山口　新太    ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾗﾀ       パル紀の川      小学（6）55 30506

北川　　諒    ｷﾀｶﾞﾜ ｱｷ        ｻﾝﾌﾗﾜｰSS        小学（6）56 33025

上村　英暉    ｳｴﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ      ビート岡山      小学（6）57 33027

馬屋原将翔    ｳﾏﾔﾊﾗ ﾏｻﾄ       ＪＳＳ広島      小学（5）58 34112

幸野　愛永    ｺｳﾉ ﾏﾅﾄ         ジャパン三木    小学（6）59 36515

青野　　空    ｱｵﾉ ｿﾗ          ＭＧ双葉        小学（6）60 38227

諸熊　悠雅    ﾓﾛｸﾏ ﾕｳｶﾞ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ志免    小学（6）61 40527

歌野原誠仁    ｳﾀﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島    小学（6）62 41058

江﨑　侑聖    ｴｻﾞｷ ﾕｳｾｲ       Ｋｉｔ          小学（6）63 46848
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西田　煌貴    ﾆｼﾀﾞ ｺｳｷ        ＪＳＳ南光台    小学（6）1 04309

戸田　翔太    ﾄﾀﾞ ｼｮｳﾀ        ピュア仙南      小学（6）2 04314

荒木　脩汰    ｱﾗｷ ｼｭｳﾀ        グートＳＣ      小学（6）3 06080

渡部　竣也    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ      SW大教郡山      小学（6）4 07803

溝口　舜大    ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ     ＳＧＣ・佐野    小学（5）5 09524

神尾　凌河    ｶﾐｵ ﾘｮｳｶﾞ       ｽｳｨﾝあざみ      小学（6）6 10526

森戸　琉輝    ﾓﾘﾄ ﾘｭｳｷ        ディーズSS      小学（5）7 10558

四方田眞我    ﾖﾓﾀﾞ ｼﾝｶﾞ       スウィン埼玉    小学（5）8 11585

池田　侑生    ｲｹﾀﾞ ﾕｳ         WING            小学（6）9 11597

岡野　桂晋    ｵｶﾉ ｹｲｼﾝ        ｽｳｨﾝクラブ      小学（5）10 11651

尾崎　太紀    ｵｻﾞｷ ﾀｲｷ        ＣＡＣＳＳ      小学（6）11 12507

市毛　志実    ｲﾁｹﾞ ﾉｿﾞﾐ       柏洋・南        小学（5）12 12529

塩田　直也    ｼｵﾀ ﾅｵﾔ         東京ＳＣ        小学（6）13 13530

西野　平能    ﾆｼﾉ ｻﾈﾉﾘ        ｾﾝﾄﾗﾙ福生       小学（6）14 13538

間瀬　知尚    ﾏｾ ｶｽﾞﾋｻ        アクラブ稲城    小学（6）15 13539

山内　雄介    ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｽｹ       藤村ＳＳ        小学（6）16 13541

山本　暉莉    ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ         三菱養和ＳＳ    小学（6）17 13552

水町　騎士    ﾐｽﾞﾏﾁ ﾅｲﾄ       ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小学（5）18 13557

山田泰次郎    ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞﾛｳ     ﾒｶﾞﾛｽ八王子     小学（6）19 13580

岩田　煌琉    ｲﾜﾀ ｷﾗﾙ         マック日野      小学（5）20 13633

神棒　悠音    ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ      ミミＳＣ品川    小学（6）21 13637

鈴木　真翔    ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ        世田谷ＳＳ      小学（5）22 13640

端迫　大雅    ﾊｻｺ ﾀｲｶﾞ        ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       小学（5）23 13694

山本　葉士    ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｼﾞ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       小学（5）24 13694

杉山　陽紀    ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ       ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ        小学（5）25 14514

安藤　諒星    ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ     コナミ林間      小学（5）26 14517

井上　慧豪    ｲﾉｳｴ ｹｲｺﾞｳ      コナミ林間      小学（6）27 14517

楳田　凌央    ｳﾒﾀﾞ ﾘｮｳ        神奈中秦野      小学（5）28 14542

綴木　健太    ﾂﾂﾞﾘｷﾞ ｹﾝﾀ      神奈中秦野      小学（6）29 14542

田中　璃空    ﾀﾅｶ ﾘｸ          トピーアヤセ    小学（5）30 14550

打出　晴大    ｳﾁｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ       ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       小学（6）31 14572

平山　大遥    ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲﾖｳ       ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚     小学（6）32 14574

佐藤　祥吾    ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ       ニスポ元住吉    小学（6）33 14582

吉村　光永    ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾄ        Nagatsuta.SC    小学（5）34 14617

曳地　凌介    ﾋｷﾁ ﾘｮｳｽｹ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小学（5）35 14628

白土　大輔    ｼﾗﾂﾁ ﾀﾞｲｽｹ      ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     小学（5）36 14656

小山　雄大    ｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ       NECGSC溝の口    小学（6）37 14658

長谷川温大    ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ       アクシー亀田    小学（6）38 17572

森　　祐太    ﾓﾘ ﾕｳﾀ          オーパス高岡    小学（6）39 18528

林谷　颯真    ﾊﾔｼﾀﾆ ｿｳﾏ       JSS金沢駅西     小学（6）40 19503

中池　創思    ﾅｶｲｹ ｿｳｼ        金沢SC中林      小学（5）41 19539

金子　朔弥    ｶﾈｺ ｻｸﾔ         レオリブレ      小学（6）42 21747

河原﨑　蓮    ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾚﾝ       グリーン佐鳴    小学（5）43 21830

柴田　和輝    ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ       グリーン佐鳴    小学（5）44 21830

芳賀　　樹    ﾊｶﾞ ｲﾂｷ         ｲﾄﾏﾝ春日井      小学（5）45 22020

栗原　修司    ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ      ＫＬ春日井      小学（6）46 22169

奥村　太一    ｵｸﾑﾗ ﾀｲﾁ        ＢＩＧアミ      小学（6）47 22176

鈴木　崇弘    ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ       豊橋ＳＳ        小学（6）48 22211

小磯　蒼月    ｺｲｿ ｱﾂﾞ         イトマン近江    小学（5）49 25302

金谷　春弥    ｶﾅﾔ ｼｭﾝﾔ        サンスポーツ    小学（5）50 26528
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土井仁之亮    ﾄﾞｲ ｼﾞﾝﾉｽｹ      イトマン京都    小学（6）51 26539

小林　秀真    ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾏ      ｲﾄﾏﾝアビコ      小学（5）52 27211

堀　　真裕    ﾎﾘ ﾏｻﾋﾛ         ＮＡＣＬ        小学（6）53 27214

米田　光志    ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼ        枚方SS牧野      小学（5）54 27326

嶋田　篤人    ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ        枚方ＳＳ        小学（6）55 27327

森　翔太郎    ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ       枚方ＳＳ        小学（5）56 27327

山本　修斗    ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ       枚方ＳＳ        小学（6）57 27327

田中絢之介    ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾉｽｹ      ｲﾄﾏﾝ富田林      小学（6）58 27360

松山　　育    ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ         ｻﾝｹｲST          小学（5）59 27399

北嶋　尚人    ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾄ       イトマン神戸    小学（5）60 28815

尾﨑　大翔    ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ        イトマン神戸    小学（5）61 28815

北　　遼音    ｷﾀ ﾊﾙﾄ          イトマン神戸    小学（6）62 28815

森　　大飛    ﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ         ＭＧニッシン    中学（1）63 29209

森　　大星    ﾓﾘ ﾀｲｾｲ         ＭＧニッシン    中学（1）64 29209

安本　夏翔    ﾔｽﾓﾄ ﾅﾂﾄ        イトマン王寺    小学（5）65 29216

藤井　奏太    ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ        ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘    小学（6）66 29224

橋本　　東    ﾊｼﾓﾄ ｱｽﾞﾏ       平田ＳＳ        小学（6）67 32253

稲毛　源赳    ｲﾅｹ ﾓﾄﾀｹ        ＳＴＹ・ＳＣ    小学（6）68 33017

丸山　佑真    ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ        ＫＳＧミドリ    小学（5）69 34082

森田　脩嗣    ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ       大野城ＳＣ      小学（6）70 40503

萩迫　賢人    ﾊｷﾞｻｺ ｹﾝﾄ       ＫＳＧ大橋      小学（5）71 40504
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瀧澤　裕成    ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ      ＳＡ一関        小学（5）1 03509

西田　煌貴    ﾆｼﾀﾞ ｺｳｷ        ＪＳＳ南光台    小学（6）2 04309

戸田　翔太    ﾄﾀﾞ ｼｮｳﾀ        ピュア仙南      小学（6）3 04314

成田　真翔    ﾅﾘﾀ ﾏﾅﾄ         大館ＳＳ        小学（5）4 05100

渡部　竣也    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ      SW大教郡山      小学（6）5 07803

新京　　佳    ｼﾝｷｮｳ ｶｲ        タップ筑波      小学（5）6 08107

森戸　琉輝    ﾓﾘﾄ ﾘｭｳｷ        ディーズSS      小学（5）7 10558

古江　　良    ﾌﾙｴ ﾘｮｳ         スウィン北本    小学（5）8 11518

小川　翔慎    ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ       コナミ北浦和    小学（5）9 11539

岡野　桂晋    ｵｶﾉ ｹｲｼﾝ        ｽｳｨﾝクラブ      小学（5）10 11651

尾崎　太紀    ｵｻﾞｷ ﾀｲｷ        ＣＡＣＳＳ      小学（6）11 12507

田鍋　塁大    ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ         金町ＳＣ        小学（5）12 13510

吉村　朱翔    ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ        金町ＳＣ        小学（6）13 13510

塩田　直也    ｼｵﾀ ﾅｵﾔ         東京ＳＣ        小学（6）14 13530

西野　平能    ﾆｼﾉ ｻﾈﾉﾘ        ｾﾝﾄﾗﾙ福生       小学（6）15 13538

間瀬　知尚    ﾏｾ ｶｽﾞﾋｻ        アクラブ稲城    小学（6）16 13539

山本　暉莉    ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ         三菱養和ＳＳ    小学（6）17 13552

水町　騎士    ﾐｽﾞﾏﾁ ﾅｲﾄ       ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小学（5）18 13557

岩田　煌琉    ｲﾜﾀ ｷﾗﾙ         マック日野      小学（5）19 13633

神棒　悠音    ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ      ミミＳＣ品川    小学（6）20 13637

河西　泰知    ｶｻｲ ﾀｲﾁ         ホリコＳＣ      小学（5）21 13655

端迫　大雅    ﾊｻｺ ﾀｲｶﾞ        ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       小学（5）22 13694

山本　葉士    ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｼﾞ       ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       小学（5）23 13694

杉山　陽紀    ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ       ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ        小学（5）24 14514

安藤　諒星    ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ     コナミ林間      小学（5）25 14517

鳥越　　龍    ﾄﾘｺﾞｴ ﾀﾂ        ｲﾄﾏﾝ永田台      小学（5）26 14539

平山　大遥    ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲﾖｳ       ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚     小学（6）27 14574

佐藤　祥吾    ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ       ニスポ元住吉    小学（6）28 14582

吉村　光永    ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾄ        Nagatsuta.SC    小学（5）29 14617

小山　雄大    ｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ       NECGSC溝の口    小学（6）30 14658

長谷川温大    ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ       アクシー亀田    小学（6）31 17572

森　　祐太    ﾓﾘ ﾕｳﾀ          オーパス高岡    小学（6）32 18528

林谷　颯真    ﾊﾔｼﾀﾆ ｿｳﾏ       JSS金沢駅西     小学（6）33 19503

中池　創思    ﾅｶｲｹ ｿｳｼ        金沢SC中林      小学（5）34 19539

河原﨑　蓮    ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾚﾝ       グリーン佐鳴    小学（5）35 21830

栗原　修司    ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ      ＫＬ春日井      小学（6）36 22169

奥村　太一    ｵｸﾑﾗ ﾀｲﾁ        ＢＩＧアミ      小学（6）37 22176

杉浦　征典    ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ      名鉄ＳＳ半田    小学（6）38 22225

菱川　　槙    ﾋｼｶﾜ ﾏｷ         みなとＳＳ      小学（6）39 22249

臼井　豪汰    ｳｽｲ ｺﾞｳﾀ        ドルフィン      小学（6）40 24144

出口　　哲    ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ       イトマン京都    小学（6）41 26539

小林　秀真    ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾏ      ｲﾄﾏﾝアビコ      小学（5）42 27211

堀　　真裕    ﾎﾘ ﾏｻﾋﾛ         ＮＡＣＬ        小学（6）43 27214

米田　光志    ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼ        枚方SS牧野      小学（5）44 27326

嶋田　篤人    ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ        枚方ＳＳ        小学（6）45 27327

山本　修斗    ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ       枚方ＳＳ        小学（6）46 27327

田中絢之介    ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾉｽｹ      ｲﾄﾏﾝ富田林      小学（6）47 27360

尾﨑　大翔    ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ        イトマン神戸    小学（5）48 28815

北　　遼音    ｷﾀ ﾊﾙﾄ          イトマン神戸    小学（6）49 28815

吉武伸之助    ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ      コナミ西宮      小学（6）50 28824
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男子  100m 背泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１１～１２歳

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

小林　恭也    ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ      Aq相生          小学（6）51 28904

森　　大飛    ﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ         ＭＧニッシン    中学（1）52 29209

森　　大星    ﾓﾘ ﾀｲｾｲ         ＭＧニッシン    中学（1）53 29209

安本　夏翔    ﾔｽﾓﾄ ﾅﾂﾄ        イトマン王寺    小学（5）54 29216

藤井　奏太    ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ        ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘    小学（6）55 29224

稲毛　源赳    ｲﾅｹ ﾓﾄﾀｹ        ＳＴＹ・ＳＣ    小学（6）56 33017

丸山　佑真    ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾏ        ＫＳＧミドリ    小学（5）57 34082

森田　脩嗣    ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ       大野城ＳＣ      小学（6）58 40503

柿崎　　瞭    ｶｷｻﾞｷ ﾘｮｳ       WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ       小学（6）59 40714

梶原　悟史    ｶｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ       日田Ｓ＆Ｔ      小学（6）60 44076
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男子   50m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１１～１２歳

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

熊谷　遼雅    ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳｶﾞ     ＪＳＳ盛岡      小学（6）1 03500

森田　碧大    ﾓﾘﾀ ｱｵｲ         セントラル泉    小学（6）2 04307

菅野　　樹    ｽｶﾞﾉ ｲﾂｷ        ｾﾝﾄﾗﾙ東根       小学（6）3 06076

真田　賢人    ｻﾅﾀﾞ ｹﾝﾄ        ヤマシン石岡    小学（6）4 08114

佐藤　志弥    ｻﾄｳ ﾕｷﾔ         茨城ＳＳ        小学（6）5 08129

矢野　拓都    ﾔﾉ ﾀｸﾄ          ユアー蕨        小学（6）6 11603

尾崎　大和    ｵｻﾞｷ ﾔﾏﾄ        稲毛インター    小学（6）7 12521

青木　優翔    ｱｵｷ ﾕｳﾄ         コナミ五香      小学（5）8 12541

福谷　啓太    ﾌｸﾀﾆ ｹｲﾀ        ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安     小学（5）9 12623

根方吾士基    ﾈｶﾞﾀ ｺﾞｼｷ       ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ        小学（5）10 13516

中村　泰晟    ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ       東京ＳＣ        小学（5）11 13530

飛知和　渉    ﾋﾁﾜ ｱﾕﾑ         東京ＳＣ        小学（6）12 13530

飛知和　翔    ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ         東京ＳＣ        小学（6）13 13530

八田幸之介    ﾊｯﾀ ﾕｷﾉｽｹ       ﾄﾞｰﾑ武蔵野      小学（5）14 13551

山田　悠生    ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ        ロンド東村山    小学（6）15 13555

飯塚　佳成    ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ      ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬    小学（6）16 13564

武井　羽槻    ﾀｹｲ ｳﾂﾞｷ        ﾒｶﾞﾛｽ八王子     小学（6）17 13580

大岩真海羽    ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ        ｲﾄﾏﾝ富士見台    小学（6）18 13670

芦田　一樹    ｱｼﾀﾞ ｲﾂｷ        コナミ林間      小学（6）19 14517

関　　一颯    ｾｷ ｲﾌﾞｷ         コナミ林間      小学（5）20 14517

太田　　航    ｵｵﾀ ﾜﾀﾙ         神奈中秦野      小学（6）21 14542

稲吉　悠斗    ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾄ        ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（6）22 14560

廣本琥大郎    ﾋﾛﾓﾄ ｺﾀﾛｳ       ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     小学（5）23 14586

吉田　和真    ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ       イトマン港北    小学（6）24 14645

高木　康友    ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ        イトマン港北    小学（6）25 14645

白土　大輔    ｼﾗﾂﾁ ﾀﾞｲｽｹ      ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     小学（5）26 14656

高田　誠仁    ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ       NECGSC溝の口    小学（5）27 14658

児島　空良    ｺｼﾞﾏ ｿﾗ         ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台     小学（5）28 14666

吉江　世梛    ﾖｼｴ ｾﾅ          ＳＡＭ塩尻      小学（5）29 16513

有賀　央翔    ｱﾙｶﾞ ﾋﾛﾄ        ＡＦＡＳ伊那    小学（6）30 16520

上之山　蓮    ｳｴﾉﾔﾏ ﾚﾝ        アクシー東      小学（6）31 17505

今泉　悠成    ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｾｲ     ＪＳＳ中野山    小学（5）32 17623

敦嶋　謙斗    ﾂﾙｼﾏ ｹﾝﾄ        JSS金沢駅西     小学（6）33 19503

彌氏　佑心    ﾔｳｼﾞ ﾕｳｼﾝ       金井学園ＳＣ    小学（5）34 20709

平岡　大河    ﾋﾗｵｶ ﾀｲｶﾞ       アケアクラブ    小学（6）35 21706

二川目　蓮    ﾌﾀｶﾜﾒ ﾚﾝ        磐田カルチャ    小学（6）36 21812

川田　翔愛    ｶﾜﾀ ｼｮｳﾏ        Ｖトピア一宮    小学（6）37 22213

青山　陽斗    ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾄ        西尾ＤＳＣ      小学（5）38 22234

佐藤　玄都    ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ         アシスト蟹江    小学（5）39 22358

馬瀬　綾亮    ｳﾏｾ ﾘｮｳｽｹ       四日市ＳＣ      小学（6）40 23012

永井　琉登    ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ       岐阜ＳＳ        小学（6）41 24079

石崎　瑛人    ｲｼｻﾞｷ ｴｲﾄ       イトマン京都    小学（5）42 26539

岡田　龍磨    ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾏ       コパン宇治      小学（5）43 26540

花井　脩大    ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ        イトマン堺      小学（6）44 27297

池田　星那    ｲｹﾀﾞ ｾﾅ         JSSはびきの     小学（5）45 27325

嶋田　篤人    ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ        枚方ＳＳ        小学（6）46 27327

大橋　　信    ｵｵﾊｼ ｼﾝ         星田ＳＳ        小学（5）47 27398

西村　　零    ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ         塚口ＳＳ        小学（5）48 28805

加門　脩平    ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ       コナミ明石      小学（6）49 28825

德網　大星    ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ       イトマン西神    小学（6）50 28880
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男子   50m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１１～１２歳

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

山本　瑠伽    ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ         児島水倶楽部    小学（5）51 33417

徳永　海翔    ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ       ダイクレＳＣ    小学（6）52 34105

大江　謙信    ｵｵｴ ｹﾝｼﾝ        瀬戸内屋島      小学（6）53 36505

鈴木　海吏    ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ        ＯＫＳＳ        小学（6）54 37503

牟田　　蒼    ﾑﾀ ｱｵｲ          大野城ＳＣ      小学（6）55 40503

田尻　春樹    ﾀｼﾞﾘ ﾊﾙｷ        菊南SC          小学（6）56 43503

太田　　陸    ｵｵﾀ ﾘｸ          ニライＳＣ      小学（6）57 47523
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男子  100m 平泳ぎ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１１～１２歳

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

熊谷　遼雅    ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳｶﾞ     ＪＳＳ盛岡      小学（6）1 03500

森田　碧大    ﾓﾘﾀ ｱｵｲ         セントラル泉    小学（6）2 04307

菅野　　樹    ｽｶﾞﾉ ｲﾂｷ        ｾﾝﾄﾗﾙ東根       小学（6）3 06076

新京　　佳    ｼﾝｷｮｳ ｶｲ        タップ筑波      小学（5）4 08107

真田　賢人    ｻﾅﾀﾞ ｹﾝﾄ        ヤマシン石岡    小学（6）5 08114

矢野　拓都    ﾔﾉ ﾀｸﾄ          ユアー蕨        小学（6）6 11603

尾崎　大和    ｵｻﾞｷ ﾔﾏﾄ        稲毛インター    小学（6）7 12521

宮田　一志    ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｼ        野田ミナト      小学（6）8 12554

福谷　啓太    ﾌｸﾀﾆ ｹｲﾀ        ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安     小学（5）9 12623

中村　泰晟    ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ       東京ＳＣ        小学（5）10 13530

飛知和　渉    ﾋﾁﾜ ｱﾕﾑ         東京ＳＣ        小学（6）11 13530

飛知和　翔    ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ         東京ＳＣ        小学（6）12 13530

楠田　聖史    ｸｽﾀﾞ ｾｲｼﾞ       藤村ＳＳ        小学（5）13 13541

八田幸之介    ﾊｯﾀ ﾕｷﾉｽｹ       ﾄﾞｰﾑ武蔵野      小学（5）14 13551

山田　悠生    ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ        ロンド東村山    小学（6）15 13555

篠田　大輝    ｼﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｷ       ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       小学（6）16 13560

飯塚　佳成    ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ      ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬    小学（6）17 13564

大岩真海羽    ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ        ｲﾄﾏﾝ富士見台    小学（6）18 13670

芦田　一樹    ｱｼﾀﾞ ｲﾂｷ        コナミ林間      小学（6）19 14517

齋藤　　龍    ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ        神奈中ＳＳ      小学（6）20 14530

太田　　航    ｵｵﾀ ﾜﾀﾙ         神奈中秦野      小学（6）21 14542

稲吉　悠斗    ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾄ        ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（6）22 14560

廣本琥大郎    ﾋﾛﾓﾄ ｺﾀﾛｳ       ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     小学（5）23 14586

高木　康友    ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ        イトマン港北    小学（6）24 14645

高田　誠仁    ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ       NECGSC溝の口    小学（5）25 14658

児島　空良    ｺｼﾞﾏ ｿﾗ         ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台     小学（5）26 14666

大森　理央    ｵｵﾓﾘ ﾘｵ         フィッツ青葉    小学（6）27 15512

吉江　世梛    ﾖｼｴ ｾﾅ          ＳＡＭ塩尻      小学（5）28 16513

有賀　央翔    ｱﾙｶﾞ ﾋﾛﾄ        ＡＦＡＳ伊那    小学（6）29 16520

上之山　蓮    ｳｴﾉﾔﾏ ﾚﾝ        アクシー東      小学（6）30 17505

今泉　悠成    ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｾｲ     ＪＳＳ中野山    小学（5）31 17623

敦嶋　謙斗    ﾂﾙｼﾏ ｹﾝﾄ        JSS金沢駅西     小学（6）32 19503

平岡　大河    ﾋﾗｵｶ ﾀｲｶﾞ       アケアクラブ    小学（6）33 21706

山岸　友希    ﾔﾏｷﾞｼ ﾄﾓｷ       深谷ＳＣ浜松    小学（6）34 21805

藤森　聡太    ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ       ＢＩＧアミ      小学（6）35 22176

佐藤　玄都    ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ         アシスト蟹江    小学（5）36 22358

永井　琉登    ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ       岐阜ＳＳ        小学（6）37 24079

梅原　壮琉    ｳﾒﾊﾗ ﾀｹﾙ        京都踏水会      小学（5）38 26513

石崎　瑛人    ｲｼｻﾞｷ ｴｲﾄ       イトマン京都    小学（5）39 26539

岡田　龍磨    ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾏ       コパン宇治      小学（5）40 26540

寺本　吏玖    ﾃﾗﾓﾄ ﾘｸ         枚方SS香里      小学（5）41 27229

渡辺　　新    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾗﾀ       イトマン江坂    小学（6）42 27289

花井　脩大    ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ        イトマン堺      小学（6）43 27297

伊東　克真    ｲﾄｳ ｶﾂﾏ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭      小学（6）44 27373

加門　脩平    ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ       コナミ明石      小学（6）45 28825

志築　侶衣    ｼｽﾞｷ ﾛｲ         イトマン三田    小学（6）46 28874

岡島　壱成    ｵｶｼﾞﾏ ｲｯｾｲ      ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘    小学（6）47 29224

徳永　海翔    ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ       ダイクレＳＣ    小学（6）48 34105

末次　良丞    ｽｴﾂｸﾞ ﾘｮｳｽｹ     周南ＳＣ        小学（6）49 35208

大江　謙信    ｵｵｴ ｹﾝｼﾝ        瀬戸内屋島      小学（6）50 36505
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鈴木　海吏    ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ        ＯＫＳＳ        小学（6）51 37503

牟田　　蒼    ﾑﾀ ｱｵｲ          大野城ＳＣ      小学（6）52 40503

佐藤　想良    ｻﾄｳ ｿﾗ          アクセス佐賀    小学（6）53 41114

田尻　春樹    ﾀｼﾞﾘ ﾊﾙｷ        菊南SC          小学（6）54 43503

太田　　陸    ｵｵﾀ ﾘｸ          ニライＳＣ      小学（6）55 47523
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男子   50m バタフライ
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１１～１２歳

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

伊藤　瑠飛    ｲﾄｳ ﾙｷﾄ         ＪＳＳ清田      小学（6）1 01148

加藤　　岳    ｶﾄｳ ｶﾞｸ         イトマン函館    小学（5）2 01153

佐藤　瑠威    ｻﾄｳ ﾙｲ          WING五所川原    小学（6）3 02512

佐々木遥舵    ｻｻｷ ﾊﾙﾀ         ﾙﾈｻﾝｽ長町南     小学（6）4 04303

伊藤　朝陽    ｲﾄｳ ｱｻﾋ         ﾙﾈｻﾝｽ長町南     小学（5）5 04303

中村　晃輔    ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ       ｻﾝﾌﾙﾄSC         中学（1）6 05200

内藤龍一竜    ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳﾘｭｳ     日新館ＳＳ      小学（5）7 07804

松井　一樹    ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ        ささはら塾      小学（6）8 08111

古川　遥翔    ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙﾄ        ビート高崎      小学（5）9 10507

大澤　大地    ｵｵｻﾜ ﾀﾞｲﾁ       グンゼＳ前橋    小学（6）10 10550

小川　翔慎    ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ       コナミ北浦和    小学（5）11 11539

池田　侑生    ｲｹﾀﾞ ﾕｳ         WING            小学（6）12 11597

岩下　佑真    ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ        スウィン鷲宮    小学（6）13 11602

杉村　　朔    ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ      スウィン鷲宮    小学（5）14 11602

吉田　　成    ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         愛徳SS          小学（6）15 11633

清水　翔太    ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ       VERDI           小学（6）16 12514

大久保朝陽    ｵｵｸﾎﾞ ｱｻﾋ       VERDI           小学（6）17 12514

三田涼太朗    ﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ       ＪＳＳ立石      小学（6）18 13528

河井　桜輔    ｶﾜｲ ｵｳｽｹ        東京ＳＣ        小学（6）19 13530

武内　武盛    ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾓﾘ       東京ＳＣ        小学（5）20 13530

小柳　優成    ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳｾｲ      ＭＹＳ花畑      小学（5）21 13567

林　　丈流    ﾊﾔｼ ﾀｹﾙ         ミミＳＣ品川    小学（6）22 13637

神棒　悠音    ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ      ミミＳＣ品川    小学（6）23 13637

八尋　　烈    ﾔﾋﾛ ﾚﾂ          ＪＳＳ八王子    小学（6）24 13664

打出　晴大    ｳﾁｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ       ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       小学（6）25 14572

吉村　光永    ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾄ        Nagatsuta.SC    小学（5）26 14617

吉田　和真    ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ       イトマン港北    小学（6）27 14645

土原　　竜    ﾂﾁﾊﾗ ﾘｭｳ        ﾙﾈｻﾝｽ港南台     小学（6）28 14647

山尾利樹人    ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ         NECGSC溝の口    小学（6）29 14658

細野　泰聖    ﾎｿﾉ ﾀｲｾｲ        フィッツ青葉    小学（6）30 15512

八木野航平    ﾔｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ       フィッツ竜王    小学（6）31 15520

中山　拓海    ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ        燕ＳＣ          小学（6）32 17552

高田　潤也    ﾀｶﾀ ｼﾞｭﾝﾔ       富山ＳＣ        小学（6）33 18500

林谷　颯真    ﾊﾔｼﾀﾆ ｿｳﾏ       JSS金沢駅西     小学（6）34 19503

齋藤　健太    ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ        ハマスポ        小学（6）35 21826

浅野　雅久    ｱｻﾉ ｶﾞｸ         ＮＰＯ口論義    小学（6）36 22100

瀬川凌太朗    ｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ     コパン鳴海      小学（5）37 22116

渡辺　一喜    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ      Golden Whale    小学（5）38 22196

川田　翔愛    ｶﾜﾀ ｼｮｳﾏ        Ｖトピア一宮    小学（6）39 22213

犬飼　智也    ｲﾇｶｲ ﾄﾓﾔ        ＪＳＳ中川      小学（6）40 22220

杉浦　征典    ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ      名鉄ＳＳ半田    小学（6）41 22225

清田　悠生    ｷﾖﾀ ﾕｳ          パル知立        小学（6）42 22293

永井　琉登    ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ       岐阜ＳＳ        小学（6）43 24079

安江　海翔    ﾔｽｴ ｶｲﾄ         コパン羽島      小学（6）44 24357

岸本　真樹    ｷｼﾓﾄ ﾏｻｷ        Ｂ＆Ｇ今津      小学（6）45 25316

石崎　瑛人    ｲｼｻﾞｷ ｴｲﾄ       イトマン京都    小学（5）46 26539

藤本航太朗    ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ     メイスポ茨木    小学（5）47 27201

黒川　卓聖    ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ        イ ト マ ン     小学（6）48 27212

安藤　　陽    ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ       枚方SS牧野      小学（5）49 27326

森　翔太郎    ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ       枚方ＳＳ        小学（5）50 27327
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伊藤　陽生    ｲﾄｳ ﾊﾙｷ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭      小学（6）51 27373

松山　　育    ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ         ｻﾝｹｲST          小学（5）52 27399

前川　大和    ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ        コナミ西宮      小学（6）53 28824

平井　優大    ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ       武庫之荘ＳＳ    小学（5）54 28870

德網　大星    ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ       イトマン西神    小学（6）55 28880

友定　孝之 ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野 小学（6）56 28895

大久保雄翔    ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾄ       ＭＧニッシン    小学（5）57 29209

義仲　隆都    ﾖｼﾅｶ ﾘｭｳﾄ       ＮＳＩリプル    小学（5）58 31512

三島　大輝    ﾐｼﾏ ﾀﾞｲｷ        平田ＳＳ        小学（5）59 32253

松田　莉於    ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ         ＫＳＧ下関      小学（6）60 35307

服部　由弦    ﾊｯﾄﾘ ﾕｽﾞﾙ       ＯＫＳＳ        小学（5）61 37503

田村　　晴    ﾀﾑﾗ ﾊﾙ          ＯＫ藍住        小学（6）62 37506

森田　淳夢    ﾓﾘﾀ ｱﾂﾑ         ﾌｨｯﾀ新居浜      小学（6）63 38202

住川　広樹    ｽﾐｶﾜ ﾋﾛｷ        大野城ＳＣ      小学（6）64 40503

歌野原佑樹    ｳﾀﾉﾊﾗ ﾕｳｷ       はるおか赤間    小学（5）65 40517

三好　　優    ﾐﾖｼ ﾕｳ          はるおか和白    小学（6）66 40519

岸田　龍馬    ｷｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ       流泳館西部      中学（1）67 43500

沼田　頼人    ﾇﾏﾀ ﾗｲﾄ         西日本宮崎      小学（5）68 45058
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加藤　　岳    ｶﾄｳ ｶﾞｸ         イトマン函館    小学（5）1 01153

金澤　岳踏    ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｹﾄ       ウイング八戸    小学（6）2 02505

佐藤　瑠威    ｻﾄｳ ﾙｲ          WING五所川原    小学（6）3 02512

佐々木遥舵    ｻｻｷ ﾊﾙﾀ         ﾙﾈｻﾝｽ長町南     小学（6）4 04303

五十嵐　陽    ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙ        秋田ＡＣ        小学（5）5 05400

内藤龍一竜    ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳﾘｭｳ     日新館ＳＳ      小学（5）6 07804

松井　一樹    ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ        ささはら塾      小学（6）7 08111

川口　真澄    ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｽﾐ       リリーＳＣ      小学（6）8 08120

古川　遥翔    ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙﾄ        ビート高崎      小学（5）9 10507

大澤　大地    ｵｵｻﾜ ﾀﾞｲﾁ       グンゼＳ前橋    小学（6）10 10550

小川　翔慎    ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ       コナミ北浦和    小学（5）11 11539

杉村　　朔    ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ      スウィン鷲宮    小学（5）12 11602

岩下　佑真    ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾏ        スウィン鷲宮    小学（6）13 11602

吉田　　成    ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘ         愛徳SS          小学（6）14 11633

横田　赳大    ﾖｺﾀ ﾀｹﾋﾛ        ＣＡＣＳＳ      小学（6）15 12507

大久保朝陽    ｵｵｸﾎﾞ ｱｻﾋ       VERDI           小学（6）16 12514

伊藤　　陸    ｲﾄｳ ﾘｸ          ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安     小学（5）17 12623

吉村　朱翔    ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ        金町ＳＣ        小学（6）18 13510

三田涼太朗    ﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ       ＪＳＳ立石      小学（6）19 13528

武内　武盛    ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾓﾘ       東京ＳＣ        小学（5）20 13530

河井　桜輔    ｶﾜｲ ｵｳｽｹ        東京ＳＣ        小学（6）21 13530

渡邊　陽仁    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ       三菱養和ＳＳ    小学（5）22 13552

小島　夢貴    ｺｼﾞﾏ ﾕﾒｷ        ｲﾄﾏﾝ富士見台    小学（5）23 13670

杉山　陽紀    ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ       ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ        小学（5）24 14514

齋藤　　龍    ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ        神奈中ＳＳ      小学（6）25 14530

打出　晴大    ｳﾁｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ       ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       小学（6）26 14572

神先　浩気    ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛｷ       ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚       小学（5）27 14635

吉田　和真    ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ       イトマン港北    小学（6）28 14645

山尾利樹人    ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ         NECGSC溝の口    小学（6）29 14658

細野　泰聖    ﾎｿﾉ ﾀｲｾｲ        フィッツ青葉    小学（6）30 15512

根岸　歩夢    ﾈｷﾞｼ ｱﾕﾑ        上越正和ＳＳ    小学（5）31 17506

高田　潤也    ﾀｶﾀ ｼﾞｭﾝﾔ       富山ＳＣ        小学（6）32 18500

上嶋　万葉    ｳｴｼﾏ ｶｽﾞﾊ       東富士ＳＣ      小学（5）33 21616

齋藤　健太    ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ        ハマスポ        小学（6）34 21826

河原﨑　蓮    ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾚﾝ       グリーン佐鳴    小学（5）35 21830

伊東　沙門    ｲﾄｳ ｻﾓﾝ         東邦ＳＣ        小学（5）36 22062

藤森　聡太    ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ       ＢＩＧアミ      小学（6）37 22176

犬飼　智也    ｲﾇｶｲ ﾄﾓﾔ        ＪＳＳ中川      小学（6）38 22220

清田　悠生    ｷﾖﾀ ﾕｳ          パル知立        小学（6）39 22293

佐久間柚誓    ｻｸﾏ ﾕｽﾞﾁｶ       コナミ大垣      小学（6）40 24137

安江　海翔    ﾔｽｴ ｶｲﾄ         コパン羽島      小学（6）41 24357

岸本　真樹    ｷｼﾓﾄ ﾏｻｷ        Ｂ＆Ｇ今津      小学（6）42 25316

藤本航太朗    ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ     メイスポ茨木    小学（5）43 27201

堀井亜生登    ﾎﾘｲ ｱｲﾄ         パシオ福島      小学（6）44 27208

大切　逢那    ｵｵｷﾞﾘ ｱﾅﾝ       履正ＳＣ十三    小学（5）45 27222

土井　健心    ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾝ        枚方SS香里      小学（6）46 27229

米田　光志    ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼ        枚方SS牧野      小学（5）47 27326

安藤　　陽    ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ       枚方SS牧野      小学（5）48 27326

中川　太芯    ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼﾝ      枚方ＳＳ        小学（5）49 27327

舟橋　　巧    ﾌﾅﾊｼ ｺｳ         枚方ＳＳ        小学（6）50 27327
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伊東　克真    ｲﾄｳ ｶﾂﾏ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭      小学（6）51 27373

牧内　竜也    ﾏｷｳﾁ ﾀﾂﾔ        ＮＳＩ古川橋    小学（5）52 27378

森岡　丈尋    ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ       S･ﾊﾟﾃｨｵ         小学（5）53 28816

冨田　壮人    ﾄﾐﾀ ｱｷﾄ         姫路スポーツ    小学（5）54 28822

前川　大和    ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ        コナミ西宮      小学（6）55 28824

平井　優大    ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ       武庫之荘ＳＳ    小学（5）56 28870

岡本　一歩    ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ       ＳＵＮ網干      小学（5）57 28872

德網　大星    ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ       イトマン西神    小学（6）58 28880

大久保雄翔    ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾄ       ＭＧニッシン    小学（5）59 29209

義仲　隆都    ﾖｼﾅｶ ﾘｭｳﾄ       ＮＳＩリプル    小学（5）60 31512

萬代　聖晴    ﾏﾝﾀﾞｲ ｾｲﾊ       ＪＳＳ津山      小学（5）61 33013

松田　莉於    ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ         ＫＳＧ下関      小学（6）62 35307

田村　勇人    ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ         ジャパン丸亀    小学（5）63 36502

森　　悠理    ﾓﾘ ﾕｳﾘ          ＷＡＭＳＴ      小学（5）64 36810

服部　由弦    ﾊｯﾄﾘ ﾕｽﾞﾙ       ＯＫＳＳ        小学（5）65 37503

松田　悠成    ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｾｲ       NSP高知         小学（6）66 39522

住川　広樹    ｽﾐｶﾜ ﾋﾛｷ        大野城ＳＣ      小学（6）67 40503

三好　　優    ﾐﾖｼ ﾕｳ          はるおか和白    小学（6）68 40519

岸田　龍馬    ｷｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ       流泳館西部      中学（1）69 43500

沼田　頼人    ﾇﾏﾀ ﾗｲﾄ         西日本宮崎      小学（5）70 45058

河本　裕久    ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛｸ        JSS沖縄中央     小学（5）71 47531
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金澤　岳踏    ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｹﾄ       ウイング八戸    小学（6）1 02505

瀧澤　裕成    ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ      ＳＡ一関        小学（5）2 03509

菅野　　樹    ｽｶﾞﾉ ｲﾂｷ        ｾﾝﾄﾗﾙ東根       小学（6）3 06076

渡部　竣也    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ      SW大教郡山      小学（6）4 07803

新京　　佳    ｼﾝｷｮｳ ｶｲ        タップ筑波      小学（5）5 08107

佐藤　志弥    ｻﾄｳ ﾕｷﾔ         茨城ＳＳ        小学（6）6 08129

加藤　颯馬    ｶﾄｳ ｿｳﾏ         ｽｳｨﾝ伊勢崎      小学（6）7 10516

正木　快飛    ﾏｻｷ ｶｲﾄ         SW大教大宮東    小学（5）8 11527

矢野　拓都    ﾔﾉ ﾀｸﾄ          ユアー蕨        小学（6）9 11603

尾崎　太紀    ｵｻﾞｷ ﾀｲｷ        ＣＡＣＳＳ      小学（6）10 12507

菅野　玄唯    ｶﾝﾉ ｹﾞﾝｲ        ＣＡＣＳＳ      小学（6）11 12507

尾崎　大和    ｵｻﾞｷ ﾔﾏﾄ        稲毛インター    小学（6）12 12521

三浦　大志    ﾐｳﾗ ﾀｲｼ         柏洋・南        小学（5）13 12529

吉村　朱翔    ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ        金町ＳＣ        小学（6）14 13510

田鍋　塁大    ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ         金町ＳＣ        小学（5）15 13510

山本　暉莉    ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ         三菱養和ＳＳ    小学（6）16 13552

水町　騎士    ﾐｽﾞﾏﾁ ﾅｲﾄ       ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小学（5）17 13557

長島　彰吾    ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ     ＭＹＳ花畑      小学（6）18 13567

島田　蒼大    ｼﾏﾀﾞ ｿｳﾀ        セ・ときわ台    小学（5）19 13592

和田　峻弥    ﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾔ        ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       小学（6）20 13622

河西　泰知    ｶｻｲ ﾀｲﾁ         ホリコＳＣ      小学（5）21 13655

小島　夢貴    ｺｼﾞﾏ ﾕﾒｷ        ｲﾄﾏﾝ富士見台    小学（5）22 13670

端迫　大雅    ﾊｻｺ ﾀｲｶﾞ        ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       小学（5）23 13694

齋藤　　龍    ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ        神奈中ＳＳ      小学（6）24 14530

中野　輝音    ﾅｶﾉ ｷﾗ          神奈中ＳＳ      小学（5）25 14530

佐藤　祥吾    ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ       ニスポ元住吉    小学（6）26 14582

廣本琥大郎    ﾋﾛﾓﾄ ｺﾀﾛｳ       ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     小学（5）27 14586

曳地　凌介    ﾋｷﾁ ﾘｮｳｽｹ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小学（5）28 14628

溝口　大成    ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ     ＡＣ三条        小学（6）29 17504

根岸　歩夢    ﾈｷﾞｼ ｱﾕﾑ        上越正和ＳＳ    小学（5）30 17506

安田　陽登    ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ        ＫＴＰつるが    小学（5）31 20506

榊原　　天    ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿﾗ       RSC富士         小学（5）32 21603

平岡　大河    ﾋﾗｵｶ ﾀｲｶﾞ       アケアクラブ    小学（6）33 21706

齋藤　健太    ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ        ハマスポ        小学（6）34 21826

原田　拓弥    ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ        東邦ＳＣ        小学（6）35 22062

奥村　太一    ｵｸﾑﾗ ﾀｲﾁ        ＢＩＧアミ      小学（6）36 22176

藤森　聡太    ﾌｼﾞﾓﾘ ｿｳﾀ       ＢＩＧアミ      小学（6）37 22176

菱川　　槙    ﾋｼｶﾜ ﾏｷ         みなとＳＳ      小学（6）38 22249

清田　悠生    ｷﾖﾀ ﾕｳ          パル知立        小学（6）39 22293

竹内　大輔    ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ      ＢＯＸ豊川      小学（6）40 22346

佐藤　玄都    ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ         アシスト蟹江    小学（5）41 22358

出口　　哲    ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ       イトマン京都    小学（6）42 26539

藤本航太朗    ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ     メイスポ茨木    小学（5）43 27201

美濃　大悟    ﾐﾉｳ ﾀﾞｲｺﾞ       イ ト マ ン     小学（6）44 27212

堀　　真裕    ﾎﾘ ﾏｻﾋﾛ         ＮＡＣＬ        小学（6）45 27214

土井　健心    ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾝ        枚方SS香里      小学（6）46 27229

花井　脩大    ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ        イトマン堺      小学（6）47 27297

舟橋　　巧    ﾌﾅﾊｼ ｺｳ         枚方ＳＳ        小学（6）48 27327

山本　修斗    ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ       枚方ＳＳ        小学（6）49 27327

中川　太芯    ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼﾝ      枚方ＳＳ        小学（5）50 27327
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伊東　克真    ｲﾄｳ ｶﾂﾏ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭      小学（6）51 27373

牧内　竜也    ﾏｷｳﾁ ﾀﾂﾔ        ＮＳＩ古川橋    小学（5）52 27378

西垣　利喜    ﾆｼｶﾞｷ ﾘｷ        パシオ八尾      小学（5）53 27534

西村　　零    ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ         塚口ＳＳ        小学（5）54 28805

岡本　一歩    ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ       ＳＵＮ網干      小学（5）55 28872

山口　新太    ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾗﾀ       パル紀の川      小学（6）56 30506

徳永　海翔    ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ       ダイクレＳＣ    小学（6）57 34105

松田　悠成    ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｾｲ       NSP高知         小学（6）58 39522

住川　広樹    ｽﾐｶﾜ ﾋﾛｷ        大野城ＳＣ      小学（6）59 40503

庄﨑　永真    ｼｮｳｻﾞｷ ﾄｵﾏ      ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ長住    小学（6）60 40529

梶村　宜杜    ｶｼﾞﾑﾗ ﾉﾘﾄ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ久留    小学（5）61 40716

歌野原誠仁    ｳﾀﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島    小学（6）62 41058

佐藤　想良    ｻﾄｳ ｿﾗ          アクセス佐賀    小学（6）63 41114

梶原　悟史    ｶｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ       日田Ｓ＆Ｔ      小学（6）64 44076

後藤　豊貴    ｺﾞﾄｳ ﾄﾖｷ        ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       小学（5）65 44163

沼田　頼人    ﾇﾏﾀ ﾗｲﾄ         西日本宮崎      小学（5）66 45058
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石垣ひまわり  ｲｼｶﾞｷ ﾋﾏﾜﾘ      セントラル泉    小学（5）1 04307

佐藤　涼帆    ｻﾄｳ ｽｽﾞﾎ        ピュア大和      小学（5）2 04325

石川　絵智    ｲｼｶﾜ ｶｲｻ        ｻﾝﾌﾙﾄSC         小学（5）3 05200

村田　愛加    ﾑﾗﾀ ﾏﾅｶ         ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ        小学（5）4 05408

小林　華南    ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ        SW大教郡山      小学（6）5 07803

大嶋　葵衣    ｵｵｼﾏ ｱｵｲ        会津インター    小学（5）6 07805

齋藤　理子    ｻｲﾄｳ ﾘｺ         SW大教二本松    小学（6）7 07816

武田　蒼依    ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ        あかやまＳＳ    小学（6）8 08106

後藤　結愛    ｺﾞﾄｳ ﾕｱ         ＳＧＣ・佐野    小学（6）9 09524

渡辺りのあ    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾉｱ       ビッグツリー    小学（5）10 09538

飯塚　彩子    ｲｲﾂﾞｶ ｱﾔｺ       ビッグツリー    小学（5）11 09538

角　　彩綾    ｽﾐ ｻｱﾔ          スウィン前橋    中学（1）12 10534

田村　好花    ﾀﾑﾗ ｺﾉｶ         ｽｳｨﾝ大宮西      小学（6）13 11517

森　　香乃    ﾓﾘ ｶﾉ           スウィン北本    小学（5）14 11518

内田　千尋    ｳﾁﾀﾞ ﾁﾋﾛ        スウィン熊谷    小学（5）15 11525

冨永　野意    ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｲ        コナミ北浦和    中学（1）16 11539

小金澤花璃    ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾊﾅﾘ     スウィン越谷    小学（5）17 11604

板谷久瑠実    ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ         スウィン越谷    小学（5）18 11604

入江　　愛    ｲﾘｴ ｱｲ          ｽｳｨﾝふじみ野    小学（5）19 11619

坂下　　葵    ｻｶｼﾀ ｱｵｲ        ｽｳｨﾝ春日部      小学（5）20 11639

岸野　妃菜    ｷｼﾉ ﾋﾅ          アーデル        小学（5）21 12511

宇佐見風佳    ｳｻﾐ ﾌｳｶ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     小学（5）22 12600

加藤　真希    ｶﾄｳ ﾏｷ          ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉      小学（6）23 12604

青山　詩乃    ｱｵﾔﾏ ｼﾉ         アクラブ調布    小学（6）24 13509

大森　美桜    ｵｵﾓﾘ ﾐｵ         金町ＳＣ        小学（5）25 13510

今野里沙子    ｺﾝﾉ ﾘｻｺ         ﾙﾈｻﾝｽ早稲田     小学（5）26 13512

上田　歩奈    ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾅ        ﾒｶﾞﾛｽ三鷹       小学（5）27 13515

斉藤　美月    ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ       東京ＳＣ        小学（5）28 13530

長谷明日香    ﾊｾ ｱｽｶ          東京ＳＣ        小学（6）29 13530

吉野　　梢    ﾖｼﾉ ｺｽﾞｴ        ｾﾝﾄﾗﾙ葛西       小学（6）30 13540

渡邉　さら    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ        藤村ＳＳ        小学（6）31 13541

坂本昌哩杏    ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ        藤村ＳＳ        小学（6）32 13541

瀬田　夕凪    ｾﾀ ﾕｳﾅ          藤村ＳＳ        小学（6）33 13541

岡　　美憂    ｵｶ ﾐｳ           ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       小学（6）34 13560

渡邉　　桜    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ       コナミ船堀      小学（6）35 13581

大竹　瑠奈    ｵｵﾀｹ ﾙﾅ         新代田ＳＳ      小学（5）36 13602

西村すみれ    ﾆｼﾑﾗ ｽﾐﾚ        ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       小学（6）37 13622

斎藤　奏音    ｻｲﾄｳ ｶﾉ         マック日野      小学（6）38 13633

木村　桜子    ｷﾑﾗ ｻｸﾗｺ        ｲﾄﾏﾝ昭和の森    小学（6）39 13657

福岡　由唯    ﾌｸｵｶ ﾕｲ         ｲﾄﾏﾝ昭和の森    小学（6）40 13657

熊谷　美希    ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ        ＪＳＳ八王子    小学（6）41 13664

鈴木　　杏    ｽｽﾞｷ ｱﾝ         Peace           小学（5）42 13666

森畠　美桜    ﾓﾘﾊﾞﾀｹ ﾐｵｳ      ｾﾝﾄﾗﾙ大森       小学（6）43 13672

ジーベイ海陽  ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ      林水泳教室      小学（6）44 14507

藍澤　妃夏    ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾅﾂ       アクラブ藤沢    小学（6）45 14513

田原　綾乃    ﾀﾊﾗ ｱﾔﾉ         レオＳＳ厚木    小学（6）46 14538

ｱﾚｸｼｽﾞﾍﾞﾙﾅﾙﾄﾞ ｱﾚｸｼｽﾞ ﾍﾞﾙﾅﾙﾄﾞ  トピーアヤセ    小学（6）47 14550

成田　陽和    ﾅﾘﾀ ﾋﾖﾘ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（5）48 14560

山本　華澄    ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾐ        ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（6）49 14560

谷口満里奈    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ       ATSC.YW         小学（5）50 14631
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児玉　海生    ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ         イトマン港北    小学（6）51 14645

松波　海凪    ﾏﾂﾅﾐ ﾐﾅｷﾞ       ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     小学（5）52 14656

木曽　唯来    ｷｿ ﾕﾗ           ｾﾝﾄﾗﾙ能見台     小学（6）53 14675

神田　行空    ｶﾝﾀﾞ ｲｿﾗ        ダッシュ新津    小学（5）54 17589

中嶋　　碧    ﾅｶｼﾏ ｱｵ         ナントＳＣ      小学（6）55 18504

渡海　愛花    ﾄｶｲ ｱｲｶ         能美ＳＣ        小学（6）56 19500

太田　愛彩    ｵｵﾀ ｱｲ          能美ＳＣ        小学（6）57 19500

芝　　一花    ｼﾊﾞ ｲﾁｶ         おおいアクア    小学（6）58 20513

野崎　由夏    ﾉｻﾞｷ ﾕｶ         焼津チャンプ    小学（6）59 21727

小山　優來    ｺﾔﾏ ﾕﾗ          コナミ蒲郡      小学（6）60 22209

山中　　葵    ﾔﾏﾅｶ ｱｵｲ        コパン可児      小学（6）61 24138

服部　花音    ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ        ﾙﾈｻﾝｽ岐阜       小学（6）62 24363

渡邊　恵衣    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ        イトマン草津    小学（5）63 25301

戸田　優衣    ﾄﾀﾞ ﾕｲ          イトマン草津    小学（5）64 25301

西村　音那    ﾆｼﾑﾗ ﾉﾝﾅ        イトマン大津    小学（5）65 25310

嶋田　れい    ｼﾏﾀﾞ ﾚｲ         イトマン大津    小学（6）66 25310

大秦　清峯    ｵｵﾊﾀ ｻﾔﾈ        京都踏水会      小学（5）67 26513

奥　　綾香    ｵｸ ｱﾔｶ          ＮＡＣＬ        小学（5）68 27214

村上　愛実    ﾑﾗｶﾐ ｱﾐ         コナミ香里園    小学（6）69 27278

橋本　優苗    ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ         ＪＳＳ住吉      小学（5）70 27288

野村くるみ    ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ         スペックＳＣ    小学（6）71 27300

村嶌　優綺    ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ        枚方ＳＳ        小学（6）72 27327

中森　美里    ﾅｶﾓﾘ ﾐｻﾄ        ｲﾄﾏﾝ富田林      小学（5）73 27360

福浪　彩葵    ﾌｸﾅﾐ ｻｷ         NSI Taiken      小学（5）74 27400

宮崎　若葉    ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ      イトマン西神    小学（6）75 28880

鵜島あかり    ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ        Aqスポレスト    小学（6）76 28888

玉出　実咲    ﾀﾏﾃﾞ ﾐｻｷ        パルワカヤマ    小学（5）77 30501

森下　莉子    ﾓﾘｼﾀ ﾘｺ         パルワカヤマ    小学（5）78 30501

榎本　裕月    ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ       ADカツラギSS    小学（6）79 30521

松井　遥南    ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ         みかづきＳＳ    小学（6）80 39501

池田　実央    ｲｹﾀﾞ ﾐｵ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀    小学（6）81 40526

池田　莉央    ｲｹﾀﾞ ﾘｵ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ八女    小学（5）82 40717

大嶋心々寧    ｵｵｼﾏ ｺｺﾈ        アレスト八代    小学（6）83 43518

秋高　実昇    ｱｷﾀｶ ﾐﾉﾘ        BIG宮崎         小学（6）84 45170

平良吏美華    ﾀｲﾗ ﾘﾐｶ         沖縄SS豊見城    小学（5）85 47502
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佐藤　　琉    ｻﾄｳ ﾘｭｳ         ＳＡシーナ      小学（6）1 01218

石垣ひまわり  ｲｼｶﾞｷ ﾋﾏﾜﾘ      セントラル泉    小学（5）2 04307

石川　絵智    ｲｼｶﾜ ｶｲｻ        ｻﾝﾌﾙﾄSC         小学（5）3 05200

村田　愛加    ﾑﾗﾀ ﾏﾅｶ         ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ        小学（5）4 05408

齋藤　理子    ｻｲﾄｳ ﾘｺ         SW大教二本松    小学（6）5 07816

古川　美空    ﾌﾙｶﾜ ﾐｸ         SW大教郡山北    小学（6）6 07818

平田　佳穂    ﾋﾗﾀ ｶﾎ          ﾌｨｯﾄﾈｽ日立      小学（5）7 08133

角　　彩綾    ｽﾐ ｻｱﾔ          スウィン前橋    中学（1）8 10534

田村　好花    ﾀﾑﾗ ｺﾉｶ         ｽｳｨﾝ大宮西      小学（6）9 11517

冨永　野意    ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｲ        コナミ北浦和    中学（1）10 11539

板谷久瑠実    ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ         スウィン越谷    小学（5）11 11604

入江　　愛    ｲﾘｴ ｱｲ          ｽｳｨﾝふじみ野    小学（5）12 11619

佐々木きらら  ｻｻｷ ｷﾗﾗ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸    小学（6）13 12550

加藤　真希    ｶﾄｳ ﾏｷ          ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉      小学（6）14 12604

青山　詩乃    ｱｵﾔﾏ ｼﾉ         アクラブ調布    小学（6）15 13509

大森　美桜    ｵｵﾓﾘ ﾐｵ         金町ＳＣ        小学（5）16 13510

今野里沙子    ｺﾝﾉ ﾘｻｺ         ﾙﾈｻﾝｽ早稲田     小学（5）17 13512

斉藤　美月    ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ       東京ＳＣ        小学（5）18 13530

長谷明日香    ﾊｾ ｱｽｶ          東京ＳＣ        小学（6）19 13530

吉野　　梢    ﾖｼﾉ ｺｽﾞｴ        ｾﾝﾄﾗﾙ葛西       小学（6）20 13540

勝山　仁絵    ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄｴ        ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小学（6）21 13557

岡　　美憂    ｵｶ ﾐｳ           ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       小学（6）22 13560

斎藤　奏音    ｻｲﾄｳ ｶﾉ         マック日野      小学（6）23 13633

ジーベイ海陽  ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ      林水泳教室      小学（6）24 14507

田原　綾乃    ﾀﾊﾗ ｱﾔﾉ         レオＳＳ厚木    小学（6）25 14538

成田　陽和    ﾅﾘﾀ ﾋﾖﾘ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（5）26 14560

小林久奈乃    ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾉ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小学（5）27 14628

谷口満里奈    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ       ATSC.YW         小学（5）28 14631

松波　海凪    ﾏﾂﾅﾐ ﾐﾅｷﾞ       ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     小学（5）29 14656

木曽　唯来    ｷｿ ﾕﾗ           ｾﾝﾄﾗﾙ能見台     小学（6）30 14675

渡海　愛花    ﾄｶｲ ｱｲｶ         能美ＳＣ        小学（6）31 19500

太田　愛彩    ｵｵﾀ ｱｲ          能美ＳＣ        小学（6）32 19500

清水真奈江    ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｴ        ＳＡ松任        小学（6）33 19528

芝　　一花    ｼﾊﾞ ｲﾁｶ         おおいアクア    小学（6）34 20513

佐藤　　麗    ｻﾄｳ ｳﾗﾗ         RSC富士         小学（6）35 21603

野崎　由夏    ﾉｻﾞｷ ﾕｶ         焼津チャンプ    小学（6）36 21727

服部　花音    ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ        ﾙﾈｻﾝｽ岐阜       小学（6）37 24363

戸田　優衣    ﾄﾀﾞ ﾕｲ          イトマン草津    小学（5）38 25301

渡邊　恵衣    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ        イトマン草津    小学（5）39 25301

嶋田　れい    ｼﾏﾀﾞ ﾚｲ         イトマン大津    小学（6）40 25310

松村　小凛    ﾏﾂﾑﾗ ｺﾘﾝ        コナミ伏見      小学（6）41 26505

大秦　清峯    ｵｵﾊﾀ ｻﾔﾈ        京都踏水会      小学（5）42 26513

村上　愛実    ﾑﾗｶﾐ ｱﾐ         コナミ香里園    小学（6）43 27278

村嶌　優綺    ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ        枚方ＳＳ        小学（6）44 27327

中森　美里    ﾅｶﾓﾘ ﾐｻﾄ        ｲﾄﾏﾝ富田林      小学（5）45 27360

福浪　彩葵    ﾌｸﾅﾐ ｻｷ         NSI Taiken      小学（5）46 27400

山口　華凜    ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ       コナミ三田      小学（5）47 28860

宮崎　若葉    ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ      イトマン西神    小学（6）48 28880

鵜島あかり    ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ        Aqスポレスト    小学（6）49 28888

井上　　奏    ｲﾉｳｴ ｿｳ         TX夙川          小学（6）50 28932

23/37 ページ2020年3月4日 17:53:55



女子  100m 自由形
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

１１～１２歳

第42回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会　

山内　颯華    ﾔﾏｳﾁ ﾌｳｶ        イトマン王寺    小学（5）51 29216

渡邉　佑紀    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ        ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘    小学（6）52 29224

榎本　裕月    ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ       ADカツラギSS    小学（6）53 30521

松井　遥南    ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ         みかづきＳＳ    小学（6）54 39501

田中　陽向    ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ         サワラＳＳ      小学（6）55 40509

白壁　瞳子    ｼﾗｶﾍﾞ ﾄｳｺ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ志免    小学（6）56 40527

壹岐ひなた    ｲｷ ﾋﾅﾀ          桜泳大牟田SS    小学（6）57 40706

平良吏美華    ﾀｲﾗ ﾘﾐｶ         沖縄SS豊見城    小学（5）58 47502
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松田歩乃佳    ﾏﾂﾀﾞ ﾎﾉｶ        釧路ＳＣ        小学（6）1 01101

石垣ひまわり  ｲｼｶﾞｷ ﾋﾏﾜﾘ      セントラル泉    小学（5）2 04307

渡邉　沙妃    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ        アシスト        小学（5）3 04317

石川　絵智    ｲｼｶﾜ ｶｲｻ        ｻﾝﾌﾙﾄSC         小学（5）4 05200

長岡　海涼    ﾅｶﾞｵｶ ﾐｽｽﾞ      天童ＳＳ        小学（6）5 06059

齋藤　理子    ｻｲﾄｳ ﾘｺ         SW大教二本松    小学（6）6 07816

古川　美空    ﾌﾙｶﾜ ﾐｸ         SW大教郡山北    小学（6）7 07818

平田　佳穂    ﾋﾗﾀ ｶﾎ          ﾌｨｯﾄﾈｽ日立      小学（5）8 08133

佐藤　　伶    ｻﾄｳ ﾚｲ          ｽｳｨﾝ伊勢崎      小学（5）9 10516

角　　彩綾    ｽﾐ ｻｱﾔ          スウィン前橋    中学（1）10 10534

冨永　野意    ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｲ        コナミ北浦和    中学（1）11 11539

河原　彩華    ｶﾜﾊﾗ ｱﾔｶ        アテナＡＭＣ    小学（6）12 11559

植田　優奈    ｳｴﾀﾞ ﾕﾅ         スウィン大教    小学（6）13 11575

園部ゆあら    ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ        スウィン大教    小学（6）14 11575

芝野　夏咲    ｼﾊﾞﾉ ﾅﾂﾐ        ｽｳｨﾝふじみ野    小学（6）15 11619

佐々木きらら  ｻｻｷ ｷﾗﾗ         ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸    小学（6）16 12550

大森　美桜    ｵｵﾓﾘ ﾐｵ         金町ＳＣ        小学（5）17 13510

岡沢優里奈    ｵｶｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ       三菱養和ＳＳ    小学（6）18 13552

勝山　仁絵    ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄｴ        ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小学（6）19 13557

井口　友茉    ｲｸﾞﾁ ﾕﾏ         ＳＡＴ雪ヶ谷    小学（6）20 13603

川澄　直子    ｶﾜｽﾐ ﾅｵｺ        ｾﾝﾄﾗﾙ東十条     小学（6）21 13660

田原　綾乃    ﾀﾊﾗ ｱﾔﾉ         レオＳＳ厚木    小学（6）22 14538

重田　真依    ｼｹﾞﾀ ﾏｲ         チャンピオン    小学（6）23 14553

小林久奈乃    ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾉ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小学（5）24 14628

須藤璃々花    ｽﾄﾞｳ ﾘﾘｶ        イトマン港北    小学（6）25 14645

根岸　空希    ﾈｷﾞｼ ｿﾗﾈ        イトマン港北    小学（5）26 14645

木曽　唯来    ｷｿ ﾕﾗ           ｾﾝﾄﾗﾙ能見台     小学（6）27 14675

別本あずさ    ﾍﾞﾂﾓﾄ ｱｽﾞｻ      オーパス高岡    小学（6）28 18528

佐藤　　麗    ｻﾄｳ ｳﾗﾗ         RSC富士         小学（6）29 21603

野崎　由夏    ﾉｻﾞｷ ﾕｶ         焼津チャンプ    小学（6）30 21727

川合　凪彩    ｶﾜｲ ﾅｷﾞｻ        コナミ豊田      小学（6）31 22027

山口真理恵    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ       豊田ＳＳ        小学（5）32 22086

後藤　梨子    ｺﾞﾄｳ ﾘｺ         アシスト蟹江    小学（6）33 22358

大秦　清峯    ｵｵﾊﾀ ｻﾔﾈ        京都踏水会      小学（5）34 26513

貝瀬　結香    ｶｲｾ ﾕｲｶ         京都踏水会      小学（6）35 26513

安達　愛菫    ｱﾀﾞﾁ ｱｷ         イトマン京都    小学（6）36 26539

永谷　季音    ｴｲﾀﾆ ﾄｷﾈ        ＫＴＶ石橋      小学（6）37 27252

今岡　優菜    ｲﾏｵｶ ﾕｳﾅ        TX東住吉        小学（6）38 27284

阪井　葵心    ｻｶｲ ｱｵｲ         初芝ＳＳ        小学（5）39 27324

寺尾　奏音    ﾃﾗｵ ｶﾉﾝ         南茨木S.S       小学（6）40 27328

中森　美里    ﾅｶﾓﾘ ﾐｻﾄ        ｲﾄﾏﾝ富田林      小学（5）41 27360

小林　愛茉    ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ        ﾄﾞｰﾑ豊能ｼｰﾄｽ    小学（5）42 27382

福浪　彩葵    ﾌｸﾅﾐ ｻｷ         NSI Taiken      小学（5）43 27400

西川　真央    ﾆｼｶﾜ ﾏｵ         イトマン神戸    小学（6）44 28815

山口　華凜    ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ       コナミ三田      小学（5）45 28860

今林　小夏    ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ      Aqスポレスト    小学（5）46 28888

井上　　奏    ｲﾉｳｴ ｿｳ         TX夙川          小学（6）47 28932

久保　怜来    ｸﾎﾞ ﾚｲﾅ         ＪＳＳ富雄      小学（5）48 29207

渡邉　佑紀    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ        ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘    小学（6）49 29224

文田　愛心    ﾌﾞﾝﾀﾞ ﾏﾅﾐ       ＭＧ瀬戸内      小学（6）50 38212
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石村　思穏    ｲｼﾑﾗ ｼｵﾝ        八幡浜ＳＣ      小学（6）51 38218

髙田　夏帆    ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ         ＭＧ双葉        小学（6）52 38227

田中　陽向    ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ         サワラＳＳ      小学（6）53 40509

白壁　瞳子    ｼﾗｶﾍﾞ ﾄｳｺ       ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ志免    小学（6）54 40527

壹岐ひなた    ｲｷ ﾋﾅﾀ          桜泳大牟田SS    小学（6）55 40706
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加藤　美音    ｶﾄｳ ﾐｵﾝ         セントラル泉    小学（5）1 04307

小林　華南    ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ        SW大教郡山      小学（6）2 07803

武田　蒼依    ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ        あかやまＳＳ    小学（6）3 08106

中澤　桃菜    ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ       あかやまＳＳ    小学（5）4 08106

茂木　暁香    ﾓﾃｷﾞ ｱｷｶ        野間SS高林      小学（5）5 10571

長島　光花    ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾊﾙ       アテナＡＭＣ    小学（5）6 11559

上野七奈子    ｳｴﾉ ﾅﾅｺ         スウィン加須    小学（6）7 11573

園部ゆあら    ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ        スウィン大教    小学（6）8 11575

荒金　倖知    ｱﾗｶﾈ ｻﾁ         ＪＳＳ毛呂山    小学（6）9 11605

芝野　夏咲    ｼﾊﾞﾉ ﾅﾂﾐ        ｽｳｨﾝふじみ野    小学（6）10 11619

榎本　優愛    ｴﾉﾓﾄ ﾕｲ         ｽｳｨﾝ南越谷      小学（6）11 11631

小林　望乃    ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾉ        ｽｳｨﾝ春日部      小学（6）12 11639

海老原千尋    ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁﾋﾛ       ｾﾝﾄﾗﾙ谷津       小学（6）13 12501

松丸　　凛    ﾏﾂﾏﾙ ﾘﾝ         アーデル        小学（6）14 12511

植松　愛花    ｳｴﾏﾂ ﾏﾅｶ        柏洋・江        小学（6）15 12542

岡安菜々心    ｵｶﾔｽ ﾅﾅﾐ        ﾙﾈｻﾝｽ野田       小学（6）16 12553

宇佐見風佳    ｳｻﾐ ﾌｳｶ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     小学（5）17 12600

福島　可絵    ﾌｸｼﾏ ｶｴ         ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬       小学（5）18 13511

増子　　楽    ﾏｽｺ ｻｻ          ＪＳＳ立石      小学（5）19 13528

増本　黎虹    ﾏｽﾓﾄ ﾚﾅ         ﾄﾞｰﾑ武蔵野      小学（6）20 13551

高橋　心花    ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾅ        多摩ＳＣ        小学（6）21 13565

柏木　　桃    ｶｼﾜｷﾞ ﾓﾓ        ｽｳｨﾝ高島平      小学（6）22 13574

菅野　舞香    ｶﾝﾉ ﾏｲｶ         ｾﾝﾄﾗﾙ西東京     小学（6）23 13598

浅井　美咲    ｱｻｲ ﾐｻｷ         東京ＤＣ桜台    小学（6）24 13613

栗本かれん    ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ        ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       小学（5）25 13622

西村すみれ    ﾆｼﾑﾗ ｽﾐﾚ        ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       小学（6）26 13622

市川　桃花    ｲﾁｶﾜ ﾓﾓｶ        コナミ西新井    小学（6）27 13624

佐藤　穂希    ｻﾄｳ ﾎﾏﾚ         ｾﾝﾄﾗﾙ東十条     小学（6）28 13660

永吉　咲良    ﾅｶﾞﾖｼ ｻﾗ        ｲﾄﾏﾝ富士見台    小学（5）29 13670

山中　波琉    ﾔﾏﾅｶ ﾊﾙ         林水泳教室      小学（6）30 14507

二本木望来    ﾆﾎﾝｷﾞ ﾐﾗｲ       ｲﾄﾏﾝ横須賀      小学（6）31 14564

岩崎　真依    ｲﾜｻｷ ﾏｲ         ATSC.YW         小学（6）32 14631

小池　来奈    ｺｲｹ ﾗﾅ          ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚       小学（5）33 14635

窪沢　杏南    ｸﾎﾞｻﾜ ｱﾝﾅ       ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       小学（5）34 14664

時崎莉乃亜    ﾄｷｻﾞｷ ﾘﾉｱ       Oahu若葉台      小学（5）35 14667

松村　千和    ﾏﾂﾑﾗ ﾁﾅ         ＡＦＡＳスワ    小学（6）36 16517

梨本　湊羚    ﾅｼﾓﾄ ﾐﾘｱ        アクシー巻      小学（6）37 17544

神田　行空    ｶﾝﾀﾞ ｲｿﾗ        ダッシュ新津    小学（5）38 17589

西塔　柚琶    ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾊ       ＳＡ魚津        小学（6）39 18506

本野　由芽    ﾓﾄﾉ ﾕﾒ          ＳＡ松任        小学（5）40 19528

室　紗希花    ﾑﾛ ｻｷｶ          金井学園ＳＣ    小学（5）41 20709

塚原　千佳    ﾂｶﾊﾗ ﾁｶ         東富士ＳＣ      小学（5）42 21616

鈴木　佑彩    ｽｽﾞｷ ﾕｲ         浜名湖ＳＳ      小学（5）43 21820

猪又　　彩    ｲﾉﾏﾀ ｱﾔ         ＢＩＧアミ      小学（5）44 22176

永守　杏菜    ﾅｶﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ       イトマン名張    小学（6）45 23091

浜地佑璃子    ﾊﾏｼﾞ ﾕﾘｺ        メイスポ茨木    小学（6）46 27201

永田　凛真    ﾅｶﾞﾀ ﾘﾀ         ｲﾄﾏﾝアビコ      小学（6）47 27211

中川　弥月    ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ      ｲﾄﾏﾝアビコ      中学（1）48 27211

六路木あさ美  ﾛｸﾛｷﾞ ｱｻﾐ       イトマン江坂    小学（6）49 27289

野村くるみ    ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ         スペックＳＣ    小学（6）50 27300
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見浪　真美    ﾐﾅﾐ ﾏﾐ          イトマン神戸    小学（5）51 28815

長尾　美咲    ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ        イトマン西宮    小学（5）52 28820

川崎　なな    ｶﾜｻｷ ﾅﾅ         コナミ西宮      小学（6）53 28824

名村　心里    ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ         コナミ西宮      小学（5）54 28824

宮崎　若葉    ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ      イトマン西神    小学（6）55 28880

吉井　　愛    ﾖｼｲ ｱｲ          イトマン富雄    小学（6）56 29201

上杉　　凛    ｳｴｽｷﾞ ﾘﾝ        ＪＳＳ米子      小学（6）57 31504

池田　実央    ｲｹﾀﾞ ﾐｵ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ古賀    小学（6）58 40526

草場　胡美    ｸｻﾊﾞ ｸﾙﾐ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ志免    小学（6）59 40527

鶴山　彩絢    ﾂﾙﾔﾏ ｻｱﾔ        アレスト八代    小学（5）60 43518
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加藤　美音    ｶﾄｳ ﾐｵﾝ         セントラル泉    小学（5）1 04307

堀田　杏奈    ﾎｯﾀ ｱﾝﾅ         アシスト        小学（5）2 04317

中澤　桃菜    ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ       あかやまＳＳ    小学（5）3 08106

茂木　暁香    ﾓﾃｷﾞ ｱｷｶ        野間SS高林      小学（5）4 10571

長島　光花    ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾊﾙ       アテナＡＭＣ    小学（5）5 11559

上野七奈子    ｳｴﾉ ﾅﾅｺ         スウィン加須    小学（6）6 11573

園部ゆあら    ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ        スウィン大教    小学（6）7 11575

荒金　倖知    ｱﾗｶﾈ ｻﾁ         ＪＳＳ毛呂山    小学（6）8 11605

芝野　夏咲    ｼﾊﾞﾉ ﾅﾂﾐ        ｽｳｨﾝふじみ野    小学（6）9 11619

各務こころ    ｶｶﾞﾐ ｺｺﾛ        ｽｳｨﾝ南越谷      小学（5）10 11631

内藤　妃菜    ﾅｲﾄｳ ﾋﾅ         ｽｳｨﾝ春日部      小学（5）11 11639

松丸　　凛    ﾏﾂﾏﾙ ﾘﾝ         アーデル        小学（6）12 12511

植松　愛花    ｳｴﾏﾂ ﾏﾅｶ        柏洋・江        小学（6）13 12542

増子　　楽    ﾏｽｺ ｻｻ          ＪＳＳ立石      小学（5）14 13528

高橋　心花    ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾅ        多摩ＳＣ        小学（6）15 13565

菅野　舞香    ｶﾝﾉ ﾏｲｶ         ｾﾝﾄﾗﾙ西東京     小学（6）16 13598

浅井　美咲    ｱｻｲ ﾐｻｷ         東京ＤＣ桜台    小学（6）17 13613

西村すみれ    ﾆｼﾑﾗ ｽﾐﾚ        ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       小学（6）18 13622

栗本かれん    ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ        ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       小学（5）19 13622

市川　桃花    ｲﾁｶﾜ ﾓﾓｶ        コナミ西新井    小学（6）20 13624

宇野　光咲    ｳﾉ ﾐｻｷ          ミミＳＣ品川    小学（5）21 13637

佐藤　穂希    ｻﾄｳ ﾎﾏﾚ         ｾﾝﾄﾗﾙ東十条     小学（6）22 13660

永吉　咲良    ﾅｶﾞﾖｼ ｻﾗ        ｲﾄﾏﾝ富士見台    小学（5）23 13670

石塚　夕貴    ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｷ       神奈中小田原    小学（6）24 14529

二本木望来    ﾆﾎﾝｷﾞ ﾐﾗｲ       ｲﾄﾏﾝ横須賀      小学（6）25 14564

福田　絆菜    ﾌｸﾀﾞ ﾊﾝﾅ        イトマン多摩    小学（5）26 14602

岩崎　真依    ｲﾜｻｷ ﾏｲ         ATSC.YW         小学（6）27 14631

景山　結菜    ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳﾅ       ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚       小学（5）28 14635

窪沢　杏南    ｸﾎﾞｻﾜ ｱﾝﾅ       ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       小学（5）29 14664

時崎莉乃亜    ﾄｷｻﾞｷ ﾘﾉｱ       Oahu若葉台      小学（5）30 14667

西塔　柚琶    ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾊ       ＳＡ魚津        小学（6）31 18506

本野　由芽    ﾓﾄﾉ ﾕﾒ          ＳＡ松任        小学（5）32 19528

乗松咲矢香    ﾉﾘﾏﾂ ｻﾔｶ        エスポ袋井      小学（6）33 21822

猪又　　彩    ｲﾉﾏﾀ ｱﾔ         ＢＩＧアミ      小学（5）34 22176

三宅　優香    ﾐﾔｹ ﾕｳｶ         ビート守山      小学（5）35 22376

永田　凛真    ﾅｶﾞﾀ ﾘﾀ         ｲﾄﾏﾝアビコ      小学（6）36 27211

六路木あさ美  ﾛｸﾛｷﾞ ｱｻﾐ       イトマン江坂    小学（6）37 27289

小林　愛茉    ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ        ﾄﾞｰﾑ豊能ｼｰﾄｽ    小学（5）38 27382

見浪　真美    ﾐﾅﾐ ﾏﾐ          イトマン神戸    小学（5）39 28815

長尾　美咲    ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ        イトマン西宮    小学（5）40 28820

名村　心里    ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ         コナミ西宮      小学（5）41 28824

山口　華凜    ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ       コナミ三田      小学（5）42 28860

吉井　　愛    ﾖｼｲ ｱｲ          イトマン富雄    小学（6）43 29201

上杉　　凛    ｳｴｽｷﾞ ﾘﾝ        ＪＳＳ米子      小学（6）44 31504

今若　　栞    ｲﾏﾜｶ ｼｵﾘ        ＪＳＳ出雲      小学（6）45 32251

草場　胡美    ｸｻﾊﾞ ｸﾙﾐ        ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ志免    小学（6）46 40527

宇野　杏里    ｳﾉ ｱﾝﾘ          甘木ＳＣ        小学（5）47 40702

金納　乙生    ｶﾝﾉ ｵﾄﾊ         BIG宮崎         小学（6）48 45170
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三浦　愛莉    ﾐｳﾗ ｱｲﾘ         二戸ＳＳ        小学（6）1 03512

武田　璃子    ﾀｹﾀﾞ ﾘｺ         会津インター    小学（6）2 07805

谷地田姫子    ﾔﾁﾀﾞ ﾋﾒｺ        あかやまＳＳ    小学（6）3 08106

村山　　萌    ﾑﾗﾔﾏ ｷｻﾞｼ       ささはら塾      小学（6）4 08111

田邉こはる    ﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ        ｽｳｨﾝあざみ      小学（6）5 10526

秋保　絵菜    ｱｷｳ ｴﾅ          スウィン高崎    小学（6）6 10531

大瀬良麻央    ｵｵｾﾗ ﾏｵ         スウィン太田    小学（6）7 10553

﨑山　妃菜    ｻｷﾔﾏ ﾋﾅ         VERDI           小学（6）8 12514

坂田　涼音    ｻｶﾀ ﾘﾝ          ＢＩＧ木更津    小学（6）9 12518

野崎　美桜    ﾉｻﾞｷ ﾐｵ         メガロス柏      小学（6）10 12527

坂田　紗来    ｻｶﾀ ｻﾗ          ｾﾝﾄﾗﾙ流山       小学（6）11 12545

東泉　杏奈    ﾄｳｾﾝ ｱﾝﾅ        金町ＳＣ        小学（6）12 13510

斉藤　歩美    ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ        東京ＳＣ        小学（5）13 13530

酒井　梨佑    ｻｶｲ ﾘﾕ          ＴＡＣ          小学（5）14 13531

坂本昌哩杏    ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ        藤村ＳＳ        小学（6）15 13541

児玉　佳凛    ｺﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ        藤村ＳＳ        小学（6）16 13541

結城　若菜    ﾕｳｷ ﾜｶﾅ         ドーム巣鴨      小学（5）17 13569

鈴木　莉桜    ｽｽﾞｷ ﾘｵ         コナミ船堀      小学（5）18 13581

牧野　陽菜    ﾏｷﾉ ﾊﾙﾅ         ﾙﾈｻﾝｽ両国       小学（6）19 13587

阿部　玲菜    ｱﾍﾞ ﾚｲﾅ         ＳＷＩＦＴ      小学（5）20 13589

大竹　瑠奈    ｵｵﾀｹ ﾙﾅ         新代田ＳＳ      小学（5）21 13602

山本　莉那    ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ         板橋体協ﾄﾞｰﾑ    小学（6）22 13611

藤田向日葵    ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ        成増ロンド      小学（6）23 13653

加茂　礼唯    ｶﾓ ﾚｲ           ヨコハマＳＣ    小学（6）24 14518

小野田夕渚    ｵﾉﾀﾞ ﾕﾅ         鎌倉ＳＳ        小学（6）25 14526

藤間　聖莉    ﾌｼﾞﾏ ｾﾘ         チャンピオン    小学（5）26 14553

金井亜緒依    ｶﾅｲ ｱｵｲ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（5）27 14560

佐藤　琴美    ｻﾄｳ ｺﾄﾐ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（6）28 14560

石川　結菜    ｲｼｶﾜ ﾕｲﾅ        ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小学（6）29 14628

小倉　真弥    ｵｸﾞﾗ ﾏﾔ         ＢＩＧ向ヶ丘    小学（6）30 14643

望月　麻那    ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾔ        ＢＩＧ向ヶ丘    小学（6）31 14643

石川　真菜    ｲｼｶﾜ ﾏﾅ         イトマン港北    小学（5）32 14645

渡邉　　瑛    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ        ＪＳＳ長岡      小学（6）33 17503

大野友有希    ｵｵﾉ ﾕｳｷ         高岡ＳＣ        小学（6）34 18505

清水真奈江    ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｴ        ＳＡ松任        小学（6）35 19528

大崎　紗楽    ｵｵｻｷ ｻﾗ         フリッパー      小学（5）36 21702

後藤　里珠    ｺﾞﾄｳ ﾘｽﾞ        とこはＳＳ      小学（6）37 21725

久保田乙妃    ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ        イトマン中村    小学（5）38 22010

恒川　小春    ﾂﾈｶﾜ ｺﾊﾙ        イトマン中村    小学（6）39 22010

貝沼　嶺々    ｶｲﾇﾏ ﾈﾈ         名古屋ＳＣ      小学（6）40 22035

増田　早優    ﾏｽﾀﾞ ｻﾔ         ビート守山      小学（6）41 22376

前田　京希    ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾞｷ       イトマン近江    小学（6）42 25302

水本　音羽    ﾐｽﾞﾓﾄ ｵﾄﾊ       いずみ能登川    小学（5）43 25332

仲宗根ゆうひ  ﾅｶｿﾈ ﾕｳﾋ        イトマン堅田    小学（5）44 25334

髙木　　暖    ﾀｶｷﾞ ﾉﾝ         イトマン京都    小学（6）45 26539

古松　香保    ﾌﾙﾏﾂ ｶﾎ         イトマン京都    小学（5）46 26539

有本　悠夏    ｱﾘﾓﾄ ﾕﾅ         イトマン京都    小学（6）47 26539

上原世理奈    ｳｴﾊﾗ ｾﾘﾅ        コナミ香里園    小学（6）48 27278

内藤　優衣    ﾅｲﾄｳ ﾕｲ         スペックＳＣ    小学（5）49 27300

若林　実愛    ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｱ       パシオ八尾      小学（5）50 27534
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寺本　咲来    ﾃﾗﾓﾄ ｻｷ         S･ﾊﾟﾃｨｵ         小学（6）51 28816

川崎　なな    ｶﾜｻｷ ﾅﾅ         コナミ西宮      小学（6）52 28824

西尾　柚乃    ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ        ＮＳＩ          小学（5）53 28840

奈良　結愛    ﾅﾗ ﾕﾏ           ＭＧニッシン    小学（6）54 29209

奥田　茉南    ｵｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ        鳥取・パジャ    小学（6）55 31550

林原　陽莉    ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾋﾏﾘ      皆生ＳＳ        小学（5）56 31900

大下ひなた    ｵｵｼﾀ ﾋﾅﾀ        サンダーＳＳ    小学（5）57 36509

栗山　陽菜    ｸﾘﾔﾏ ﾕﾅ         みかづきＳＳ    小学（6）58 39501

小野あかり    ｵﾉ ｱｶﾘ          コナミ城南      小学（6）59 40501

吉田　舞琴    ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ        はるおか和白    小学（5）60 40519

宮﨑　　愛    ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲ        KSG志免         小学（6）61 40541

大田　朱莉    ｵｵﾀ ｱｶﾘ         マリーン大津    小学（5）62 43825

池下樹莉亜    ｲｹｼﾀ ｼﾞｭﾘｱ      原田学園ＳＳ    小学（5）63 46515
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武田　璃子    ﾀｹﾀﾞ ﾘｺ         会津インター    小学（6）1 07805

中澤　心暖    ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ       あかやまＳＳ    小学（6）2 08106

谷地田姫子    ﾔﾁﾀﾞ ﾋﾒｺ        あかやまＳＳ    小学（6）3 08106

村山　　萌    ﾑﾗﾔﾏ ｷｻﾞｼ       ささはら塾      小学（6）4 08111

大瀬良麻央    ｵｵｾﾗ ﾏｵ         スウィン太田    小学（6）5 10553

野崎　美桜    ﾉｻﾞｷ ﾐｵ         メガロス柏      小学（6）6 12527

坂田　紗来    ｻｶﾀ ｻﾗ          ｾﾝﾄﾗﾙ流山       小学（6）7 12545

浅輪　帆花    ｱｻﾜ ﾎﾉｶ         金町ＳＣ        小学（5）8 13510

森田　陽奈    ﾓﾘﾀ ﾋﾅ          Ａ＆Ａ西東京    小学（5）9 13527

斉藤　歩美    ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ        東京ＳＣ        小学（5）10 13530

酒井　梨佑    ｻｶｲ ﾘﾕ          ＴＡＣ          小学（5）11 13531

坂本昌哩杏    ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ        藤村ＳＳ        小学（6）12 13541

結城　若菜    ﾕｳｷ ﾜｶﾅ         ドーム巣鴨      小学（5）13 13569

鈴木　莉桜    ｽｽﾞｷ ﾘｵ         コナミ船堀      小学（5）14 13581

山本　莉那    ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ         板橋体協ﾄﾞｰﾑ    小学（6）15 13611

藤田向日葵    ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ        成増ロンド      小学（6）16 13653

小野田夕渚    ｵﾉﾀﾞ ﾕﾅ         鎌倉ＳＳ        小学（6）17 14526

佐藤　琴美    ｻﾄｳ ｺﾄﾐ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（6）18 14560

金井亜緒依    ｶﾅｲ ｱｵｲ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（5）19 14560

石川　結菜    ｲｼｶﾜ ﾕｲﾅ        ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小学（6）20 14628

小倉　真弥    ｵｸﾞﾗ ﾏﾔ         ＢＩＧ向ヶ丘    小学（6）21 14643

石川　真菜    ｲｼｶﾜ ﾏﾅ         イトマン港北    小学（5）22 14645

根岸　空希    ﾈｷﾞｼ ｿﾗﾈ        イトマン港北    小学（5）23 14645

渡邉　　瑛    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ        ＪＳＳ長岡      小学（6）24 17503

大野友有希    ｵｵﾉ ﾕｳｷ         高岡ＳＣ        小学（6）25 18505

清水真奈江    ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｴ        ＳＡ松任        小学（6）26 19528

後藤　里珠    ｺﾞﾄｳ ﾘｽﾞ        とこはＳＳ      小学（6）27 21725

恒川　小春    ﾂﾈｶﾜ ｺﾊﾙ        イトマン中村    小学（6）28 22010

久保田乙妃    ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ        イトマン中村    小学（5）29 22010

貝沼　嶺々    ｶｲﾇﾏ ﾈﾈ         名古屋ＳＣ      小学（6）30 22035

増田　早優    ﾏｽﾀﾞ ｻﾔ         ビート守山      小学（6）31 22376

前田　京希    ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾞｷ       イトマン近江    小学（6）32 25302

水本　音羽    ﾐｽﾞﾓﾄ ｵﾄﾊ       いずみ能登川    小学（5）33 25332

奥村光央那    ｵｸﾑﾗ ﾐｵﾅ        イトマン堅田    小学（5）34 25334

仲宗根ゆうひ  ﾅｶｿﾈ ﾕｳﾋ        イトマン堅田    小学（5）35 25334

古松　香保    ﾌﾙﾏﾂ ｶﾎ         イトマン京都    小学（5）36 26539

有本　悠夏    ｱﾘﾓﾄ ﾕﾅ         イトマン京都    小学（6）37 26539

梶本　幸花    ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ       枚方SS香里      小学（6）38 27229

内藤　優衣    ﾅｲﾄｳ ﾕｲ         スペックＳＣ    小学（5）39 27300

若林　実愛    ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｱ       パシオ八尾      小学（5）40 27534

寺本　咲来    ﾃﾗﾓﾄ ｻｷ         S･ﾊﾟﾃｨｵ         小学（6）41 28816

西尾　柚乃    ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ        ＮＳＩ          小学（5）42 28840

大下ひなた    ｵｵｼﾀ ﾋﾅﾀ        サンダーＳＳ    小学（5）43 36509

小野あかり    ｵﾉ ｱｶﾘ          コナミ城南      小学（6）44 40501

宮﨑　　愛    ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲ        KSG志免         小学（6）45 40541

吉田　藍深    ﾖｼﾀﾞ ｳﾐ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島    小学（6）46 41058

大田　朱莉    ｵｵﾀ ｱｶﾘ         マリーン大津    小学（5）47 43825

池下樹莉亜    ｲｹｼﾀ ｼﾞｭﾘｱ      原田学園ＳＳ    小学（5）48 46515
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近藤　　蒼    ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵ        水沢ＳＣ        小学（5）1 03505

長岡　海涼    ﾅｶﾞｵｶ ﾐｽｽﾞ      天童ＳＳ        小学（6）2 06059

小林　華南    ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ        SW大教郡山      小学（6）3 07803

杉山　智咲    ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ       あかやまＳＳ    小学（6）4 08106

青山　侑蒼    ｱｵﾔﾏ ﾕｱ         ｲﾄﾏﾝ古河        小学（6）5 08150

後藤　結愛    ｺﾞﾄｳ ﾕｱ         ＳＧＣ・佐野    小学（6）6 09524

伊藤あかり    ｲﾄｳ ｱｶﾘ         御幸ヶ原ＳＳ    小学（6）7 09527

森　　香乃    ﾓﾘ ｶﾉ           スウィン北本    小学（5）8 11518

須藤　美月    ｽﾄﾞｳ ﾐﾂｷ        スウィン加須    小学（6）9 11573

板谷久瑠実    ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ         スウィン越谷    小学（5）10 11604

木戸　杏美    ｷﾄﾞ ｱﾐ          ﾙﾈｻﾝｽ浦和       小学（6）11 11612

諏訪　叶夢    ｽﾜ ｶﾉﾝ          ｽｳｨﾝ南越谷      小学（6）12 11631

光永　彩華    ﾐﾂﾅｶﾞ ｱﾔｶ       ｾﾝﾄﾗﾙ流山       小学（5）13 12545

佐藤　由凪    ｻﾄｳ ﾕｳﾅ         ﾙﾈｻﾝｽ幕張       小学（6）14 12546

久保　芽咲    ｸﾎﾞ ﾒｲｻ         東金インター    小学（6）15 12563

宇佐見風佳    ｳｻﾐ ﾌｳｶ         ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     小学（5）16 12600

東泉　杏奈    ﾄｳｾﾝ ｱﾝﾅ        金町ＳＣ        小学（6）17 13510

上田　歩奈    ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾅ        ﾒｶﾞﾛｽ三鷹       小学（5）18 13515

長谷明日香    ﾊｾ ｱｽｶ          東京ＳＣ        小学（6）19 13530

吉野　　梢    ﾖｼﾉ ｺｽﾞｴ        ｾﾝﾄﾗﾙ葛西       小学（6）20 13540

橋本　夏奈    ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ         藤村ＳＳ        小学（5）21 13541

渡邉　さら    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ        藤村ＳＳ        小学（6）22 13541

岡　　美憂    ｵｶ ﾐｳ           ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       小学（6）23 13560

手島　穂夏    ﾃｼﾏ ﾎﾉｶ         多摩ＳＣ        小学（6）24 13565

斎藤　奏音    ｻｲﾄｳ ｶﾉ         マック日野      小学（6）25 13633

福岡　由唯    ﾌｸｵｶ ﾕｲ         ｲﾄﾏﾝ昭和の森    小学（6）26 13657

熊谷　美希    ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ        ＪＳＳ八王子    小学（6）27 13664

ジーベイ海陽  ｼﾞｰﾍﾞｲ ｶｲﾗ      林水泳教室      小学（6）28 14507

石塚　夕貴    ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｷ       神奈中小田原    小学（6）29 14529

成田　陽和    ﾅﾘﾀ ﾋﾖﾘ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（5）30 14560

古賀　華泳    ｺｶﾞ ﾊﾅｴ         ｲﾄﾏﾝ横須賀      小学（6）31 14564

児玉　海生    ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ         イトマン港北    小学（6）32 14645

松波　海凪    ﾏﾂﾅﾐ ﾐﾅｷﾞ       ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     小学（5）33 14656

阿部奈菜美    ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ         フィッツ甲府    小学（6）34 15511

門間　悠月    ﾓﾝﾏ ﾕｽﾞｷ        アクシー亀田    小学（6）35 17572

中嶋　　碧    ﾅｶｼﾏ ｱｵ         ナントＳＣ      小学（6）36 18504

太田　愛彩    ｵｵﾀ ｱｲ          能美ＳＣ        小学（6）37 19500

戸塚日南子    ﾄﾂｶ ﾋﾅｺ         伊東ＳＳ        小学（5）38 21610

大石　怜采    ｵｵｲｼ ﾚﾅ         アケアクラブ    小学（6）39 21706

水上　璃乃    ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾉ        ＪＳＳ磐田      小学（6）40 21809

牛塲　彩乃    ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ        ｲﾄﾏﾝ春日井      小学（5）41 22020

浅野　真愛    ｱｻﾉ ﾏﾅ          ＫＬ春日井      小学（6）42 22169

野原　柚夏    ﾉﾊﾗ ﾕｽﾞｶ        ＢＩＧアミ      小学（5）43 22176

野末　栞菜    ﾉｽﾞｴ ｶﾝﾅ        豊橋ＳＳ        小学（6）44 22211

小寺　花南    ｺﾃﾞﾗ ﾊﾅ         みなとＳＳ      小学（6）45 22249

鈴木　沙都    ｽｽﾞｷ ｻﾄ         ビート守山      小学（6）46 22376

吉田　奏来    ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ         ビート守山      小学（6）47 22376

清水　心愛    ｼﾐｽﾞ ｺｺｱ        イトマン名張    小学（5）48 23091

大原　沙季    ｵｵﾊﾗ ｻｷ         イトマン甲西    小学（5）49 25303

西村　音那    ﾆｼﾑﾗ ﾉﾝﾅ        イトマン大津    小学（5）50 25310
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齋藤　碧葉    ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ       いずみ能登川    小学（5）51 25332

安達　愛菫    ｱﾀﾞﾁ ｱｷ         イトマン京都    小学（6）52 26539

大山　紗依    ｵｵﾔﾏ ｻｴ         ＫＴＶ豊中      小学（5）53 27223

橋本　優苗    ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ         ＪＳＳ住吉      小学（5）54 27288

野村くるみ    ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ         スペックＳＣ    小学（6）55 27300

村嶌　優綺    ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ        枚方ＳＳ        小学（6）56 27327

原田　紬生    ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ       枚方ＳＳ        小学（6）57 27327

橋村　歩実    ﾊｼﾑﾗ ｱﾕﾐ        ｲﾄﾏﾝ富田林      小学（6）58 27360

後藤　彩巴    ｺﾞﾄｳ ｲﾛﾊ        ｲﾄﾏﾝ富田林      小学（5）59 27360

久野　夢真    ﾋｻﾉ ﾕﾏ          星田ＳＳ        小学（5）60 27398

左脇　舞乙    ｻﾜｷ ﾏｵ          ＪＳＳ北神戸    小学（6）61 28899

上田菜々葉    ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ        ｲﾄﾏﾝ西神戸      小学（6）62 28921

木村　蒼海    ｷﾑﾗ ｿｳﾅ         ＯＥＩＳＳ      小学（6）63 29213

林　　愛侑    ﾊﾔｼ ｱﾕｳ         ADカツラギSS    小学（5）64 30521

小瀬愛寿未    ｵｾﾞ ｱｽﾐ         ＯＳＫ総社      小学（5）65 33015

塩田　朱梨    ｼｵﾀ ｱｶﾘ         はるおか山口    小学（6）66 35263

淀谷　　希    ﾖﾄﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ       ジャパン高松    小学（6）67 36501

山内　愛稀    ﾔﾏｳﾁ ｱｷ         競泳塾Again     小学（5）68 38312

池田　莉央    ｲｹﾀﾞ ﾘｵ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ八女    小学（5）69 40717

大嶋心々寧    ｵｵｼﾏ ｺｺﾈ        アレスト八代    小学（6）70 43518
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杉山　智咲    ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ       あかやまＳＳ    小学（6）1 08106

栗原　幸来    ｸﾘﾊﾗ ｻﾗ         アンタレスSS    小学（5）2 09523

後藤　結愛    ｺﾞﾄｳ ﾕｱ         ＳＧＣ・佐野    小学（6）3 09524

伊藤あかり    ｲﾄｳ ｱｶﾘ         御幸ヶ原ＳＳ    小学（6）4 09527

森　　香乃    ﾓﾘ ｶﾉ           スウィン北本    小学（5）5 11518

諏訪　叶夢    ｽﾜ ｶﾉﾝ          ｽｳｨﾝ南越谷      小学（6）6 11631

光永　彩華    ﾐﾂﾅｶﾞ ｱﾔｶ       ｾﾝﾄﾗﾙ流山       小学（5）7 12545

高石　青依    ﾀｶｲｼ ｱｵｲ        ロンド上北台    小学（5）8 13501

東泉　杏奈    ﾄｳｾﾝ ｱﾝﾅ        金町ＳＣ        小学（6）9 13510

橋本　夏奈    ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ         藤村ＳＳ        小学（5）10 13541

高橋　心花    ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾅ        多摩ＳＣ        小学（6）11 13565

鮎澤　愛子    ｱﾕｻﾜ ｱｲｺ        セ・ときわ台    小学（6）12 13592

福岡　由唯    ﾌｸｵｶ ﾕｲ         ｲﾄﾏﾝ昭和の森    小学（6）13 13657

熊谷　美希    ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ        ＪＳＳ八王子    小学（6）14 13664

宇野　海音    ｳﾉ ｱﾏﾈ          林水泳教室      小学（6）15 14507

菊地　美月    ｷｸﾁ ﾐﾂﾞｷ        ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎     小学（6）16 14508

石塚　夕貴    ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｷ       神奈中小田原    小学（6）17 14529

重田　真依    ｼｹﾞﾀ ﾏｲ         チャンピオン    小学（6）18 14553

森下　星直    ﾓﾘｼﾀ ｾﾅ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（6）19 14560

古賀　華泳    ｺｶﾞ ﾊﾅｴ         ｲﾄﾏﾝ横須賀      小学（6）20 14564

児玉　海生    ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ         イトマン港北    小学（6）21 14645

阿部奈菜美    ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ         フィッツ甲府    小学（6）22 15511

別本あずさ    ﾍﾞﾂﾓﾄ ｱｽﾞｻ      オーパス高岡    小学（6）23 18528

戸塚日南子    ﾄﾂｶ ﾋﾅｺ         伊東ＳＳ        小学（5）24 21610

井出　奈玖    ｲﾃﾞ ﾅﾋｻ         深谷ＳＣ浜松    小学（5）25 21805

水上　璃乃    ﾐｽﾞｶﾐ ﾘﾉ        ＪＳＳ磐田      小学（6）26 21809

村山くれあ    ﾑﾗﾔﾏ ｸﾚｱ        グリーン佐鳴    中学（1）27 21830

二ツ家裕奈    ﾌﾀﾂﾔ ﾕﾅ         イトマン中村    小学（5）28 22010

牛塲　彩乃    ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ        ｲﾄﾏﾝ春日井      小学（5）29 22020

山口真理恵    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ       豊田ＳＳ        小学（5）30 22086

野末　栞菜    ﾉｽﾞｴ ｶﾝﾅ        豊橋ＳＳ        小学（6）31 22211

小寺　花南    ｺﾃﾞﾗ ﾊﾅ         みなとＳＳ      小学（6）32 22249

吉田　奏来    ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ         ビート守山      小学（6）33 22376

鈴木　沙都    ｽｽﾞｷ ｻﾄ         ビート守山      小学（6）34 22376

清水　心愛    ｼﾐｽﾞ ｺｺｱ        イトマン名張    小学（5）35 23091

平尾　美空    ﾋﾗｵ ﾐｸ          ＪＳＳ白子      小学（6）36 23096

遠藤　花音    ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾉﾝ       大垣北ＳＳ      小学（6）37 24214

西村　音那    ﾆｼﾑﾗ ﾉﾝﾅ        イトマン大津    小学（5）38 25310

貝瀬　結香    ｶｲｾ ﾕｲｶ         京都踏水会      小学（6）39 26513

安達　愛菫    ｱﾀﾞﾁ ｱｷ         イトマン京都    小学（6）40 26539

大山　紗依    ｵｵﾔﾏ ｻｴ         ＫＴＶ豊中      小学（5）41 27223

村上　愛実    ﾑﾗｶﾐ ｱﾐ         コナミ香里園    小学（6）42 27278

杉本　奈渚    ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾅ        コナミ香里園    小学（5）43 27278

阪井　葵心    ｻｶｲ ｱｵｲ         初芝ＳＳ        小学（5）44 27324

村山　優香    ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｶ        ＪＳＳガボ      小学（5）45 27345

橋村　歩実    ﾊｼﾑﾗ ｱﾕﾐ        ｲﾄﾏﾝ富田林      小学（6）46 27360

後藤　彩巴    ｺﾞﾄｳ ｲﾛﾊ        ｲﾄﾏﾝ富田林      小学（5）47 27360

久野　夢真    ﾋｻﾉ ﾕﾏ          星田ＳＳ        小学（5）48 27398

日下　結奈    ｸｻｶ ﾕｲﾅ         イトマン西宮    小学（6）49 28820

左脇　舞乙    ｻﾜｷ ﾏｵ          ＪＳＳ北神戸    小学（6）50 28899
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上田菜々葉    ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ        ｲﾄﾏﾝ西神戸      小学（6）51 28921

木村　蒼海    ｷﾑﾗ ｿｳﾅ         ＯＥＩＳＳ      小学（6）52 29213

小瀬愛寿未    ｵｾﾞ ｱｽﾐ         ＯＳＫ総社      小学（5）53 33015

本田　莉都    ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾄ         ｻﾝﾌﾗﾜｰSS        小学（6）54 33025

星田　京美    ﾎｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ        ファイブテン    小学（5）55 38216

山内　愛稀    ﾔﾏｳﾁ ｱｷ         競泳塾Again     小学（5）56 38312

池田　莉央    ｲｹﾀﾞ ﾘｵ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ八女    小学（5）57 40717

大嶋心々寧    ｵｵｼﾏ ｺｺﾈ        アレスト八代    小学（6）58 43518

奥川　夏実    ｵｸｶﾜ ﾅﾂﾐ        わかあゆＳＣ    小学（6）59 44048

池下樹莉亜    ｲｹｼﾀ ｼﾞｭﾘｱ      原田学園ＳＳ    小学（5）60 46515
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渡邉　沙妃    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ        アシスト        小学（5）1 04317

長岡　海涼    ﾅｶﾞｵｶ ﾐｽｽﾞ      天童ＳＳ        小学（6）2 06059

中澤　心暖    ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ       あかやまＳＳ    小学（6）3 08106

平田　佳穂    ﾋﾗﾀ ｶﾎ          ﾌｨｯﾄﾈｽ日立      小学（5）4 08133

長島　光花    ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾊﾙ       アテナＡＭＣ    小学（5）5 11559

野崎　美桜    ﾉｻﾞｷ ﾐｵ         メガロス柏      小学（6）6 12527

植松　愛花    ｳｴﾏﾂ ﾏﾅｶ        柏洋・江        小学（6）7 12542

加藤　真希    ｶﾄｳ ﾏｷ          ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉      小学（6）8 12604

増子　　楽    ﾏｽｺ ｻｻ          ＪＳＳ立石      小学（5）9 13528

伊藤湖衣乃    ｲﾄｳ ｺｲﾉ         東京ＳＣ        小学（5）10 13530

斉藤　歩美    ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ        東京ＳＣ        小学（5）11 13530

酒井　梨佑    ｻｶｲ ﾘﾕ          ＴＡＣ          小学（5）12 13531

橋本　夏奈    ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ         藤村ＳＳ        小学（5）13 13541

鮎澤　愛子    ｱﾕｻﾜ ｱｲｺ        セ・ときわ台    小学（6）14 13592

川澄　直子    ｶﾜｽﾐ ﾅｵｺ        ｾﾝﾄﾗﾙ東十条     小学（6）15 13660

宇野　海音    ｳﾉ ｱﾏﾈ          林水泳教室      小学（6）16 14507

加藤　紗季    ｶﾄｳ ｻｷ          小田原ＳＣ      小学（6）17 14528

佐藤　琴美    ｻﾄｳ ｺﾄﾐ         ｲﾄﾏﾝ新百合丘    小学（6）18 14560

二本木望来    ﾆﾎﾝｷﾞ ﾐﾗｲ       ｲﾄﾏﾝ横須賀      小学（6）19 14564

小林久奈乃    ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾉ       ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小学（5）20 14628

岩崎　真依    ｲﾜｻｷ ﾏｲ         ATSC.YW         小学（6）21 14631

石川　真菜    ｲｼｶﾜ ﾏﾅ         イトマン港北    小学（5）22 14645

根岸　空希    ﾈｷﾞｼ ｿﾗﾈ        イトマン港北    小学（5）23 14645

窪沢　杏南    ｸﾎﾞｻﾜ ｱﾝﾅ       ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       小学（5）24 14664

中嶋　　碧    ﾅｶｼﾏ ｱｵ         ナントＳＣ      小学（6）25 18504

別本あずさ    ﾍﾞﾂﾓﾄ ｱｽﾞｻ      オーパス高岡    小学（6）26 18528

佐藤　　麗    ｻﾄｳ ｳﾗﾗ         RSC富士         小学（6）27 21603

恒川　小春    ﾂﾈｶﾜ ｺﾊﾙ        イトマン中村    小学（6）28 22010

久保田乙妃    ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ        イトマン中村    小学（5）29 22010

山口真理恵    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ       豊田ＳＳ        小学（5）30 22086

猪又　　彩    ｲﾉﾏﾀ ｱﾔ         ＢＩＧアミ      小学（5）31 22176

小寺　花南    ｺﾃﾞﾗ ﾊﾅ         みなとＳＳ      小学（6）32 22249

後藤　梨子    ｺﾞﾄｳ ﾘｺ         アシスト蟹江    小学（6）33 22358

服部　花音    ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ        ﾙﾈｻﾝｽ岐阜       小学（6）34 24363

塚本　結衣    ﾂｶﾓﾄ ﾕｲ         京都踏水会      小学（5）35 26513

貝瀬　結香    ｶｲｾ ﾕｲｶ         京都踏水会      小学（6）36 26513

古松　香保    ﾌﾙﾏﾂ ｶﾎ         イトマン京都    小学（5）37 26539

有本　悠夏    ｱﾘﾓﾄ ﾕﾅ         イトマン京都    小学（6）38 26539

阪井　葵心    ｻｶｲ ｱｵｲ         初芝ＳＳ        小学（5）39 27324

寺尾　奏音    ﾃﾗｵ ｶﾉﾝ         南茨木S.S       小学（6）40 27328

小林　愛茉    ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ        ﾄﾞｰﾑ豊能ｼｰﾄｽ    小学（5）41 27382

上田菜々葉    ｳｴﾀﾞ ﾅﾅﾊ        ｲﾄﾏﾝ西神戸      小学（6）42 28921

久保　怜来    ｸﾎﾞ ﾚｲﾅ         ＪＳＳ富雄      小学（5）43 29207

木村　蒼海    ｷﾑﾗ ｿｳﾅ         ＯＥＩＳＳ      小学（6）44 29213

藤田　真央    ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ         ファイブテン    小学（5）45 38216

髙田　夏帆    ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ         ＭＧ双葉        小学（6）46 38227

宮﨑　　愛    ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲ        KSG志免         小学（6）47 40541

吉田　藍深    ﾖｼﾀﾞ ｳﾐ         ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ鍋島    小学（6）48 41058
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