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22193：ＭＹＳ名学院    (MYSﾅｺﾞﾔ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2331 女子日極るりか    ﾋﾂﾞﾒ ﾙﾘｶ      中学(3年) 15

バタフライ　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15

22196：Golden Whale    (SC･G･W         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１１～１２歳2332 男子渡辺　一喜    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ    小学(5年) 11

22205：ＪＳＳ比良      (JSSﾋﾗ          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2336 男子小森　裕太    ｺﾓﾘ ﾕｳﾀ       高校(3年) 18

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2335 男子永井　洋斗    ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾄ      高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18

バタフライ　 100mＣＳ2334 男子成田　翔一    ﾅﾘﾀ ｼｮｳｲﾁ     高校(3年) 18

バタフライ　  50mＣＳ男子高校(3年) 18

2333 男子森　　一爽    ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ      高校(3年) 18

22209：コナミ蒲郡      (ｺﾅﾐｶﾞﾏ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2344 女子髙田　　麦    ﾀｶﾀﾞ ﾑｷﾞ      小学(5年) 11

自由形　　　  50m１１～１２歳2343 女子小山　優來    ｺﾔﾏ ﾕﾗ        小学(6年) 12

2342 女子市川　涼那    ｲﾁｶﾜ ｽｽﾞﾅ     小学(6年) 12

2341 女子武内　心音    ﾌﾞﾅｲ ｺｺﾈ      小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2340 女子高島　奈々    ﾀｶｼﾏ ﾅﾅ       中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2339 女子鴨下　奈苗    ｶﾓｼﾀ ﾅﾅｴ      高校(2年) 17

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(2年) 17

バタフライ　 100m１３～１４歳2338 男子武内　佑緯    ﾌﾞﾅｲ ﾕｳｲ      中学(2年) 14

個人メドレー 400m１５～１６歳2337 男子杉浦　涼一    ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｲﾁ   高校(1年) 16

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

22211：豊橋ＳＳ        (ﾄﾖﾊｼSS         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１１～１２歳2353 女子野末　栞菜    ﾉｽﾞｴ ｶﾝﾅ      小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12

2352 女子杉浦　梨心    ｽｷﾞｳﾗ ﾘｺ      小学(6年) 12

2351 女子河口　紗梨    ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾘ      小学(6年) 12

2350 女子大林日菜子    ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ    小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳2349 男子鈴木　崇弘    ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ     小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

2348 男子近藤　正紀    ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ     中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2347 男子和田　望実    ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ      中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

2346 男子鈴木　善貴    ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ     中学(2年) 14

2345 男子加藤　真啓    ｶﾄｳ ﾏﾋﾛ       中学(2年) 14

106 / 174 ページ 2020/03/04



登録団体別申込一覧 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

22212：コパン香久山    (ｺﾊﾟﾝｶｸﾞﾔ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１３～１４歳2354 男子時野　　晶    ﾄｷﾉ ｱｷﾗ       中学(2年) 14

22213：Ｖトピア一宮    (VSCｲﾁﾉﾐﾔ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１３～１４歳2356 女子渡辺　真央    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ      中学(1年) 13

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2355 男子川田　翔愛    ｶﾜﾀ ｼｮｳﾏ      小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

22214：ロイヤルＳＰ    (ﾛｲﾔﾙSP         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50mＣＳ2357 男子竹下　和輝    ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞｷ     高校(3年) 18

22220：ＪＳＳ中川      (JSSﾅｶｶﾞﾜ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2364 女子山中　咲奈    ﾔﾏﾅｶ ｻﾅ       小学(5年) 10

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2363 女子北出　花夏    ｷﾀﾃﾞ ﾊﾅ       中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2362 女子芳村　りこ    ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ       中学(3年) 15

背泳ぎ　　　  50mＣＳ女子中学(3年) 15

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15

バタフライ　  50m１１～１２歳2361 男子犬飼　智也    ｲﾇｶｲ ﾄﾓﾔ      小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　  50m１３～１４歳2360 男子尾関　啓太    ｵｾﾞｷ ｹｲﾀ      中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2359 男子梅村　已織    ｳﾒﾑﾗ ｲｵﾘ      中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200mＣＳ2358 男子永井　翔太    ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ     高校(3年) 18

平泳ぎ　　　  50mＣＳ男子高校(3年) 18

平泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

22225：名鉄ＳＳ半田    (ﾒｲﾃﾂﾊﾝﾀﾞ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2370 男子渡邉　太凱    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ    小学(6年) 12

2369 男子森田　海惺    ﾓﾘﾀ ｶｲｾｲ      小学(6年) 12

2368 男子キクチレオ    ｷｸﾁ ﾚｵ        小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳2367 男子杉浦　征典    ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ    小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

2366 男子細井　章吾    ﾎｿｲ ｼｮｳｺﾞ     小学(6年) 12

バタフライ　 100m１３～１４歳2365 男子西尾亮太朗    ﾆｼｵ ﾘｮｳﾀﾛｳ    中学(2年) 14

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

22234：西尾ＤＳＣ      (ﾆｼｵDSC         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2371 男子青山　陽斗    ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾄ      小学(5年) 11
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22241：桃太郎ＳＳ      (ﾓﾓﾀﾛｳｽｲﾐ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 400m１３～１４歳2372 男子佐野　太優    ｻﾉ ﾀｲﾕｳ       中学(2年) 14

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14

22246：ＳＳＣ竜城      (SSCﾀﾂｷ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ 200m１５～１６歳2375 男子杉浦凜汰郎    ｽｷﾞｳﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ   中学(3年) 15

バタフライ　  50mＣＳ2374 男子酒井　祥大    ｻｶｲ ｼｮｳﾀ      高校(2年) 17

バタフライ　  50mＣＳ2373 男子塚本　大翔    ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛﾄ      高校(3年) 18

22247：パル西尾        (ﾊﾟﾙﾆｼｵ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2376 男子菊地　逸平    ｷｸﾁ ｲｯﾍﾟｲ     高校(3年) 18

22249：みなとＳＳ      (ﾐﾅﾄSS          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2386 女子入江　夏帆    ｲﾘｴ ﾅﾂﾎ       小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10

個人メドレー 200m１１～１２歳2385 女子小寺　花南    ｺﾃﾞﾗ ﾊﾅ       小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12

自由形　　　  50m１３～１４歳2384 女子米田　愛菜    ﾒﾀ ｱｲﾅ        中学(1年) 13

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2383 女子長島　知咲    ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻｷ     中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13

個人メドレー 200m１５～１６歳2382 女子中川　果音    ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ     中学(3年) 15

バタフライ　  50m１０歳以下2381 男子露﨑　梨斗    ﾂﾕｻﾞｷ ﾘﾄ      小学(4年) 10

自由形　　　 200m１１～１２歳2380 男子菱川　　槙    ﾋｼｶﾜ ﾏｷ       小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2379 男子大島　佑互    ｵｵｼﾏ ﾕｳｺﾞ     中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2378 男子松本　翔亜    ﾏﾂﾓﾄ ﾄｱ       中学(2年) 14

自由形　　　 100m１５～１６歳2377 男子坂本　琉耶    ｻｶﾓﾄ ﾙｶ       中学(3年) 15

自由形　　　 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15

個人メドレー 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15

22271：名鉄ＳＳ岩倉    (ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2390 男子古家　脩瑛    ﾌﾙﾔ ｼｭｳｴｲ     中学(2年) 14

2389 男子粥川　颯柊    ｶﾕｶﾜ ｶｹﾙ      中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2388 男子勝川　　優    ｶﾂｶﾜ ﾕｳ       中学(2年) 14

2387 男子皆嶋　大地    ﾐﾅｼﾏ ﾀﾞｲﾁ     中学(2年) 14
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22293：パル知立        (ﾊﾟﾙﾁﾘｭｳ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１１～１２歳2391 男子清田　悠生    ｷﾖﾀ ﾕｳ        小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

22294：平針ＳＳ        (ﾋﾗﾊﾞﾘSS        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2395 男子粂　　海翔    ｸﾒ ｶｲﾄ        小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(4年) 10

バタフライ　 200m１３～１４歳2394 男子土方　遥斗    ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ     中学(1年) 13

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(1年) 13

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2393 男子高橋　篤広    ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ     高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2392 男子播摩　賢治    ﾊﾘﾏ ｹﾝｼﾞ      高校(3年) 18

22308：豊川高          (ﾄﾖｶﾜｺｳ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2415 女子渡邊華奈江    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｴ     高校(1年) 16

個人メドレー 200m１５～１６歳2414 女子木村　碧海    ｷﾑﾗ ｱｵｲ       高校(1年) 16

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2413 女子池田りんか    ｲｹﾀﾞ ﾘﾝｶ      高校(2年) 16

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2412 女子山内　麻以    ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ       高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

背泳ぎ　　　  50mＣＳ女子高校(2年) 17

バタフライ　 200mＣＳ2411 女子畑田真奈穂    ﾊﾀﾀﾞ ﾏﾅﾎ      高校(2年) 17

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

個人メドレー 400mＣＳ2410 女子杉山　樺音    ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ     高校(2年) 17

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2409 女子三浦　璃心    ﾐｳﾗ ﾘｺ        高校(3年) 18

バタフライ　 200mＣＳ2408 女子東　みずき    ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ     高校(3年) 18

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 18

バタフライ　 100mＣＳ2407 女子関根　澪央    ｾｷﾈ ﾐｵ        高校(3年) 18

バタフライ　  50mＣＳ女子高校(3年) 18

自由形　　　  50mＣＳ2406 女子土井　香凜    ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ       高校(3年) 18

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18

自由形　　　 200m１５～１６歳2405 男子菊地　善喜    ｷｸﾁ ｲｲ        高校(1年) 16

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2404 男子渡邉　翔太    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ    高校(1年) 16

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16

自由形　　　1500mＣＳ2403 男子大野虎治郎    ｵｵﾉ ｺｼﾞﾛｳ     高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 200mＣＳ2402 男子森　　耀平    ﾓﾘ ﾖｳﾍｲ       高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17

平泳ぎ　　　  50mＣＳ男子高校(2年) 17

個人メドレー 400mＣＳ2401 男子神　　偉雄    ｼﾞﾝ ｲｵ        高校(2年) 17

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(2年) 17

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(2年) 17

2400 男子寺島　健太    ﾃﾗｼﾏ ｹﾝﾀ      高校(2年) 17
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バタフライ　  50mＣＳ2399 男子原崎　伊織    ﾊﾗｻﾞｷ ｲｵﾘ     高校(2年) 17

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2398 男子山下　結生    ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ       高校(2年) 17

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2397 男子長澤　　樹    ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ     高校(2年) 17

バタフライ　 200mＣＳ2396 男子江角　真叶    ｴｽﾐ ﾏﾅﾄ       高校(3年) 18

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

22311：ＢＩＧ東海      (BIGﾄｳｶｲ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2416 男子笠原　大知    ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ     中学(3年) 15

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15

22322：ＢＩＧ加木屋    (BIGｶｷﾞﾔ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１０歳以下2417 女子明樂　美紀    ｱｷﾗ ﾐｷ        小学(4年) 10

22346：ＢＯＸ豊川      (BOXﾄﾖｶﾜ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１１～１２歳2418 男子竹内　大輔    ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ    小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

22358：アシスト蟹江    (ｱｼｽﾄｶﾆｴ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 200m１１～１２歳2421 女子後藤　梨子    ｺﾞﾄｳ ﾘｺ       小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳女子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2420 男子佐藤　玄都    ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ       小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(5年) 11

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(5年) 11

バタフライ　 200mＣＳ2419 男子山田　悠太    ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ      高校(2年) 17

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(2年) 17

22364：ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺     (ﾙ･ｼﾞﾓｸｼﾞ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2425 男子小川　陸斗    ｵｶﾞﾜ ﾘｸﾄ      小学(4年) 10

2424 男子松村　悠貴    ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ      小学(4年) 10

自由形　　　  50m１０歳以下2423 男子岩瀬　智也    ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ       小学(4年) 10

自由形　　　  50m１０歳以下2422 男子渡邉　悠叶    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ     小学(4年) 10

22365：ﾙﾈｻﾝｽ小幡       (ﾙ･ｵﾊﾞﾀ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１１～１２歳2427 男子吉田　　聖    ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ     小学(5年) 11

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(5年) 11

自由形　　　 200m１１～１２歳男子小学(5年) 11

自由形　　　  50m１３～１４歳2426 男子藤田　健矢    ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾔ      中学(1年) 13

22376：ビート守山      (BEATﾓﾘﾔﾏ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１０歳以下2433 女子丹所映瑠紗    ﾀﾝｼｮ ｴﾙｻﾞ     小学(4年) 10

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2432 女子三宅　優香    ﾐﾔｹ ﾕｳｶ       小学(5年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳2431 女子鈴木　沙都    ｽｽﾞｷ ｻﾄ       小学(6年) 12
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バタフライ　 100m１１～１２歳2431 女子鈴木　沙都    ｽｽﾞｷ ｻﾄ       小学(6年) 12

2430 女子本庄　　渚    ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾅｷﾞｻ   小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳2429 女子吉田　奏来    ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ       小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2428 女子増田　早優    ﾏｽﾀﾞ ｻﾔ       小学(6年) 12

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12

22410：ＪＳＳ守山      (JSSﾓﾘﾔﾏ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１０歳以下2434 男子石原　悠大    ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ    小学(4年) 10

23：三  重

23001：桑名水泳ｸﾗﾌﾞ    (ｸﾜﾅｽｲｸ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2435 女子山下　冬華    ﾔﾏｼﾀ ﾌﾕｶ      中学(2年) 14

23007：津アサヒＳＳ    (ﾂｱｻﾋSS         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 200m１０歳以下2436 女子奥田　真由    ｵｸﾀﾞ ﾏﾕ       小学(4年) 10

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10

23008：あすなろＳＳ    (ｱｽﾅﾛSS         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2440 女子伊藤　　想    ｲﾄｳ ｺｺﾛ       中学(2年) 14

自由形　　　  50mＣＳ2439 女子伊藤　香乃    ｲﾄｳ ｶﾉ        高校(3年) 18

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18

自由形　　　  50mＣＳ2438 女子伊藤　百花    ｲﾄｳ ﾓﾓｶ       高校(3年) 18

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2437 男子谷口　　空    ﾀﾆｸﾞﾁ ｿﾗ      高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16

23012：四日市ＳＣ      (ﾖｯｶｲﾁSC        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2441 男子馬瀬　綾亮    ｳﾏｾ ﾘｮｳｽｹ     小学(6年) 12

23015：尾鷲高          (ｵﾜｾｺｳｺｳ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50mＣＳ2443 女子廣下　菜月    ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ      高校(2年) 17

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 200mＣＳ2442 男子直江　篤樹    ﾅｵｴ ｱﾂｷ       高校(3年) 18

23017：桑名工業        (ｸﾜｺｳ           )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50mＣＳ2444 女子犬飼　夏凜    ｲﾇｶｲ ｶﾘﾝ      高校(1年) 16

バタフライ　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16

23026：ＳＣみえ        (SCﾐｴ           )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 400m１３～１４歳2445 女子川村　嶺奈    ｶﾜﾑﾗ ﾚｲﾅ      中学(1年) 13

23049：コモノＳＳ      (ｺﾓﾉSS          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ 200m１３～１４歳2446 女子宮原　志帆    ﾐﾔﾊﾗ ｼﾎ       中学(1年) 13
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23060：海山ＳＣ        (ﾐﾔﾏSC          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2454 女子直江とう子    ﾅｵｴ ﾄｳｺ       中学(2年) 14

2453 女子平野　愛海    ﾋﾗﾉ ｱﾐ        中学(2年) 14

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2452 女子谷口　　華    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ      中学(2年) 14

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14

2451 女子奥村　花梨    ｵｸﾑﾗ ｶﾘﾝ      中学(2年) 14

2449 男子大山　公大    ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ    高校(2年) 17

2450 男子大山　仁大    ｵｵﾔﾏ ｼﾞﾝﾀﾞｲ   高校(2年) 17

2448 男子北村　仁志    ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ      高校(2年) 17

2447 男子谷口　　奨    ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ     高校(3年) 18

23072：津トップＳＣ    (ﾂﾄｯﾌﾟSC        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 100m１１～１２歳2456 男子宮本　晄希    ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ      小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

バタフライ　  50mＣＳ2455 男子横山　栞優    ﾖｺﾔﾏ ｶｷﾞﾛ     高校(2年) 17

23079：ﾋﾞｰﾄみえ川越    (ﾋﾞｰﾄｶﾜｺﾞ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１０歳以下2457 男子石垣　柊門    ｲｼｶﾞｷ ｼｭｳﾓﾝ   小学(3年) 9

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(3年) 9

23080：MBSｻﾝﾊﾟｰｸ       (MBS            )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 400m１３～１４歳2458 男子加藤　　涼    ｶﾄｳ ﾘｮｳ       中学(2年) 14

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

23087：ＪＳＳ松阪      (JSSﾏﾂｻｶ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 400m１３～１４歳2459 男子鈴木　星亜    ｽｽﾞｷ ｾｲｱ      中学(2年) 14

23091：イトマン名張    (ｲﾄﾏﾝﾅﾊﾞﾘ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１１～１２歳2464 女子清水　心愛    ｼﾐｽﾞ ｺｺｱ      小学(5年) 11

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2463 女子永守　杏菜    ﾅｶﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ     小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2462 女子廣島あつこ    ﾋﾛｼﾏ ｱﾂｺ      中学(1年) 13

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13

自由形　　　 400m１３～１４歳2461 女子永田　鈴奈    ﾅｶﾞﾀ ﾚｲﾅ      中学(1年) 13

自由形　　　 200m１３～１４歳2460 女子花山　彩良    ﾊﾅﾔﾏ ｻﾗ       中学(2年) 14

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14

自由形　　　 800mＣＳ女子中学(2年) 14

23096：ＪＳＳ白子      (JSSｼﾛｺ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2467 女子水谷　紗也    ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾔ      小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10
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バタフライ　 100m１１～１２歳2466 女子平尾　美空    ﾋﾗｵ ﾐｸ        小学(6年) 12

自由形　　　  50m１３～１４歳2465 女子奥村　日菜    ｵｸﾑﾗ ﾋﾅﾉ      中学(2年) 14

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14

23107：ベスパＳＳ      (ﾍﾞｽﾊﾟSS        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１１～１２歳2468 男子谷口　廣維    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｲ     小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

24：岐  阜

24040：岐阜ＳＣ        (ｷﾞﾌSC          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１３～１４歳2469 男子四戸　玲士    ｼﾉﾍ ﾚｲ        中学(2年) 14

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

24056：岐阜北高        (ｷﾞﾌｷﾀｺｳ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2470 男子永井　猛登    ﾅｶﾞｲ ﾀｹﾄ      高校(1年) 16

24079：岐阜ＳＳ        (ｷﾞﾌSS          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2472 男子永井　琉登    ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ     小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2471 男子山田　晃大    ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ      中学(2年) 14

24137：コナミ大垣      (ｺﾅﾐｵｵｶﾞｷ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１１～１２歳2473 男子佐久間柚誓    ｻｸﾏ ﾕｽﾞﾁｶ     小学(6年) 12

24138：コパン可児      (ｺﾊﾟﾝｶﾆ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１０歳以下2479 女子服部　亜海    ﾊｯﾄﾘ ｱﾐ       小学(3年) 9

自由形　　　  50m１１～１２歳2478 女子山中　　葵    ﾔﾏﾅｶ ｱｵｲ      小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2477 女子鍵谷　柚月    ｶｷﾞﾔ ﾕｽﾞｷ     中学(3年) 15

自由形　　　 200m１５～１６歳2476 女子松﨑江里子    ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘｺ     中学(3年) 15

自由形　　　 400m１５～１６歳女子中学(3年) 15

自由形　　　 800mＣＳ女子中学(3年) 15

個人メドレー 200m１３～１４歳2475 男子原田宗太郎    ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ    中学(2年) 14

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14

バタフライ　 200m１５～１６歳2474 男子上田　　迅    ｳｴﾀﾞ ｼﾞﾝ      高校(1年) 16

24144：ドルフィン      (ﾄﾞﾙﾌｨﾝ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2480 男子臼井　豪汰    ｳｽｲ ｺﾞｳﾀ      小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

24161：サンながら      (ｻﾝﾅｶﾞﾗ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１１～１２歳2482 男子武藤　遥風    ﾑﾄｳ ﾊﾙｶ       小学(5年) 11

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2481 男子武藤　空来    ﾑﾄｳ ｿﾗ        中学(1年) 13
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24174：本巣ＳＳ        (ﾓﾄｽSS          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2483 男子箕浦　綾真    ﾐﾉｳﾗ ﾘｮｳﾏ     小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(4年) 10

24191：岐阜西ＳＣ      (ｷﾞﾌﾆｼsc        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１０歳以下2485 女子後藤　　涼    ｺﾞﾄｳ ｽｽﾞ      小学(3年) 9

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2484 男子清部　颯太    ｾｲﾍﾞ ﾘｮｳﾀ     中学(1年) 13

24214：大垣北ＳＳ      (ｵｵｶﾞｷｷﾀ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１０歳以下2487 女子遠藤　萌音    ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾈ      小学(4年) 10

バタフライ　 100m１１～１２歳2486 女子遠藤　花音    ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾉﾝ     小学(6年) 12

24357：コパン羽島      (ｺﾊﾟﾝﾊｼﾏ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１１～１２歳2488 男子安江　海翔    ﾔｽｴ ｶｲﾄ       小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

24363：ﾙﾈｻﾝｽ岐阜       (ﾙ･ｷﾞﾌ          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１１～１２歳2490 女子服部　花音    ﾊｯﾄﾘ ｶﾉﾝ      小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(6年) 12

バタフライ　 100m１３～１４歳2489 男子伊豆原　旦    ｲｽﾞﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ    中学(1年) 13

25：滋  賀

25301：イトマン草津    (ｲﾄﾏﾝｸｻﾂ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2500 女子吉田　紗風    ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾞｶ     小学(5年) 11

自由形　　　 100m１１～１２歳2499 女子渡邊　恵衣    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ      小学(5年) 11

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　 100m１１～１２歳2498 女子戸田　優衣    ﾄﾀﾞ ﾕｲ        小学(5年) 11

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

2497 女子條　明佳里    ｼﾞｮｳ ｱｶﾘ      小学(6年) 12

2496 男子五藤　陽斗    ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾄ      小学(4年) 10

2495 男子冨永敬太郎    ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲﾀﾛｳ   小学(4年) 10

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2494 男子川越　翔空    ｶﾜｺﾞｴ ﾄｱ      小学(4年) 10

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下2493 男子末瀬湖太朗    ｽｴｾ ｺﾀﾛｳ      小学(4年) 10

自由形　　　  50m１３～１４歳2492 男子藤本　笠斗    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾂﾄ     中学(1年) 13

バタフライ　  50mＣＳ2491 男子古川　裕基    ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ      高校(2年) 17

25302：イトマン近江    (ｲﾄﾏﾝｵｳﾐ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2503 女子前田　京希    ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾞｷ     小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12
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背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2502 男子青木　大樹    ｱｵｷ ﾀﾞｲｷ      小学(3年) 9

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2501 男子小磯　蒼月    ｺｲｿ ｱﾂﾞ       小学(5年) 11

25303：イトマン甲西    (ｲﾄﾏﾝｺｳｾｲ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１１～１２歳2504 女子大原　沙季    ｵｵﾊﾗ ｻｷ       小学(5年) 11

25306：イトマン彦根    (ｲﾄﾏﾝﾋｺﾈ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50mＣＳ2505 男子中野　航輔    ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ      高校(3年) 18

25310：イトマン大津    (ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 200m１０歳以下2519 女子宇野優月香    ｳﾉ ﾕﾂﾞｶ       小学(4年) 10

バタフライ　 100m１１～１２歳2518 女子西村　音那    ﾆｼﾑﾗ ﾉﾝﾅ      小学(5年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　 100m１１～１２歳2517 女子嶋田　れい    ｼﾏﾀﾞ ﾚｲ       小学(6年) 12

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12

バタフライ　 100m１５～１６歳2516 女子木村　日咲    ｷﾑﾗ ﾋｻｷ       中学(3年) 15

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2515 女子山口　佑菜    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ     高校(2年) 17

2514 男子福島　将太    ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ     小学(4年) 10

2513 男子金　　大琉    ｷﾑ ﾊﾙ         小学(4年) 10

2512 男子中林　陽人    ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ    小学(4年) 10

2511 男子町田　大翼    ﾏﾁﾀﾞ ﾀｲｽｹ     小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下2510 男子木村　幹大    ｷﾑﾗ ｶﾝﾀﾞｲ     小学(4年) 10

2509 男子伊藤　珀叶    ｲﾄｳ ﾊｸﾄ       中学(2年) 14

2508 男子穂田　　晃    ﾎﾀﾞ ﾋｶﾙ       中学(2年) 14

個人メドレー 400m１３～１４歳2507 男子岡本　龍平    ｵｶﾓﾄ ﾀｯﾍﾟｲ    中学(2年) 14

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

2506 男子町田翔太郎    ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ   中学(2年) 14

25312：ｺﾊﾟﾝ近江八幡    (ｺﾊﾟﾝｵｳﾐ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2521 女子篠原　　葵    ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ      中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14

バタフライ　 200mＣＳ2520 男子十亀　正暉    ｿｶﾞﾒ ﾏｻﾃﾙ     高校(3年) 18

25313：イトマン守山    (ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔﾏ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１３～１４歳2523 男子加藤　遼士    ｶﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ     中学(1年) 13

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(1年) 13

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2522 男子川波　凜大    ｶﾜﾅﾐ ﾘﾝﾀ      高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(2年) 17

25316：Ｂ＆Ｇ今津      (B&Gｲﾏﾂﾞ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１１～１２歳2524 男子岸本　真樹    ｷｼﾓﾄ ﾏｻｷ      小学(6年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 11
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バタフライ　 100m１１～１２歳2524 男子岸本　真樹    ｷｼﾓﾄ ﾏｻｷ      小学(6年) 11

25321：Ｂ＆Ｇ高島      (B&Gﾀｶｼﾏ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１０歳以下2525 女子川越みら唯    ｶﾜｺﾞｴ ﾐﾗｲ     小学(3年) 9

25332：いずみ能登川    (IZUMI 21       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2533 女子水本　華音    ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾉﾝ     小学(3年) 9

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2532 女子水本　音羽    ﾐｽﾞﾓﾄ ｵﾄﾊ     小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳2531 女子齋藤　碧葉    ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ     小学(5年) 11

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2530 女子小島明日香    ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ      高校(1年) 16

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16

2529 男子須崎　友馬    ｽｻﾞｷ ﾕｳﾏ      高校(2年) 17

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2528 男子山本　聖蓮    ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ      高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17

バタフライ　  50mＣＳ2527 男子弓削　　颯    ﾕｹﾞ ﾊﾔﾃ       高校(2年) 17

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17

2526 男子勝見　大輝    ｶﾂﾐ ﾀﾞｲｷ      高校(3年) 18

25334：イトマン堅田    (ｲﾄﾏﾝｶﾀﾀ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2542 女子仲宗根ゆうひ  ﾅｶｿﾈ ﾕｳﾋ      小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2541 女子奥村光央那    ｵｸﾑﾗ ﾐｵﾅ      小学(5年) 11

自由形　　　  50m１５～１６歳2540 女子兼田　真奈    ｶﾈﾀﾞ ﾏﾅ       高校(1年) 16

個人メドレー 200m１０歳以下2539 男子前田　賢伸    ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾝ     小学(3年) 9

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(3年) 9

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(3年) 9

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2538 男子赤尾　駿弥    ｱｶｵ ｼｭﾝﾔ      中学(1年) 13

2537 男子勝身　竜也    ｶﾂﾐ ﾀﾂﾔ       高校(2年) 17

2536 男子下村　聖太    ｼﾓﾑﾗ ｾｲﾀ      高校(3年) 18

2535 男子河田　結人    ｶﾜﾀ ﾕｲﾄ       高校(3年) 18

自由形　　　  50mＣＳ2534 男子新谷　晃生    ﾆｲﾔ ｺｳｷ       高校(3年) 18

26：京  都

26001：洛南高校        (ﾗｸﾅﾝ           )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2550 女子黒飛　茉里    ｸﾛﾄﾋﾞ ﾏﾘ      高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16

自由形　　　 200m１５～１６歳2549 男子永井　悠介    ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ     高校(1年) 16

バタフライ　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

自由形　　　 100m１５～１６歳2548 男子石塚　　温    ｲｼﾂﾞｶ ｱﾂｼ     高校(1年) 16

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(1年) 16

2547 男子中村　泰誠    ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ     高校(1年) 16

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2546 男子下家　快斗    ｼﾓｲｴ ｶｲﾄ      高校(2年) 17

2545 男子川崎　甲斐    ｶﾜｻｷ ｶｲ       高校(2年) 17

2544 男子太田　壮優    ｵｵﾀ ｿｳﾏ       高校(3年) 18
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バタフライ　  50mＣＳ2543 男子古橋　龍祐    ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ    高校(3年) 18

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

26023：京都外大西高    (KGN            )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200mＣＳ2552 女子奥村　紗代    ｵｸﾑﾗ ｻﾖ       高校(2年) 17

自由形　　　 400mＣＳ女子高校(2年) 17

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(2年) 17

自由形　　　 400mＣＳ2551 男子萩原　涼介    ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ   高校(2年) 17

26063：福知山成美高    (ｾｲﾋﾞ           )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2553 女子吉田　亜未    ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ       高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17

26502：アクオン        (ｱｸｵﾝ           )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100mＣＳ2555 女子桜庭　佑梨    ｻｸﾗﾊﾞ ﾕｳﾘ     高校(3年) 18

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 18

バタフライ　 200m１５～１６歳2554 男子田中　大雅    ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾞ      高校(1年) 16

26504：くずは男山      (ｸｽﾞﾊｵﾄｺﾔ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100mＣＳ2557 女子大林向日葵    ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ   高校(3年) 18

バタフライ　  50mＣＳ2556 女子北村　寿来    ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾗ     高校(3年) 18

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 18

26505：コナミ伏見      (ｺﾅﾐﾌｼﾐ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2571 女子下坂明花里    ｼﾓｻｶ ｱｶﾘ      小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下2570 女子酒井　幸愛    ｻｶｲ ｻｴ        小学(4年) 10

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10

自由形　　　 100m１１～１２歳2569 女子松村　小凛    ﾏﾂﾑﾗ ｺﾘﾝ      小学(6年) 12

2568 女子吉岡　咲和    ﾖｼｵｶ ｻﾜ       中学(1年) 13

2567 女子林　　彩加    ﾊﾔｼ ｱﾔｶ       中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2566 女子宮崎　未優    ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾕｳ     中学(2年) 14

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14

2565 女子立原　美波    ﾀﾃﾊﾗ ﾐﾅﾐ      中学(2年) 14

自由形　　　 400m１５～１６歳2564 女子金谷伊沙優    ｶﾅﾔ ｲｻﾍﾞﾗ     中学(3年) 15

個人メドレー 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15

個人メドレー 400m１５～１６歳女子中学(3年) 15

2563 男子太田　歩睦    ｵｵﾀ ｱﾕﾑ       小学(5年) 11

自由形　　　 200m１１～１２歳2562 男子長嶋　宏達    ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ     小学(5年) 11

2561 男子北村　瑛治    ｷﾀﾑﾗ ｴｲｼﾞ     小学(6年) 12

自由形　　　  50m１１～１２歳2560 男子髙桑　茅颯    ﾀｶｸﾜ ｶﾔﾄ      小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

バタフライ　 100m１３～１４歳2559 男子川中鼓太郎    ｶﾜﾅｶ ｺﾀﾛｳ     中学(1年) 13

自由形　　　  50m１５～１６歳2558 男子柿木奏之介    ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ    中学(3年) 15
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26509：ﾙﾈｻﾝｽ山科       (ﾙ･ﾔﾏｼﾅ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１３～１４歳2576 男子須磨　湧希    ｽﾏ ﾕｳｷ        中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(1年) 13

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2575 男子豊山　就介    ﾄﾖﾔﾏ ｼｭｳｽｹ    高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

2574 男子山中　　廉    ﾔﾏﾅｶ ﾚﾝ       高校(2年) 17

2573 男子吉水　尚樹    ﾖｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ     高校(3年) 18

2572 男子福井　航平    ﾌｸｲ ｺｳﾍｲ      高校(3年) 18

26513：京都踏水会      (ﾄｳｽｲｶｲ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１０歳以下2596 女子森澤　颯月    ﾓﾘｻﾜ ｻﾂｷ      小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10

2595 女子山本　莉恵    ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ       小学(4年) 10

自由形　　　  50m１０歳以下2594 女子福井あやね    ﾌｸｲ ｱﾔﾈ       小学(4年) 10

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2593 女子長田　清良    ﾅｶﾞﾀ ｷﾖﾗ      小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10

自由形　　　 100m１１～１２歳2592 女子大秦　清峯    ｵｵﾊﾀ ｻﾔﾈ      小学(5年) 11

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　 200m１１～１２歳女子小学(5年) 11

個人メドレー 200m１１～１２歳2591 女子塚本　結衣    ﾂｶﾓﾄ ﾕｲ       小学(5年) 11

2590 女子奥田　菜月    ｵｸﾀﾞ ﾅﾂｷ      小学(5年) 11

2589 女子中村　彩楽    ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ       小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳2588 女子貝瀬　結香    ｶｲｾ ﾕｲｶ       小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(6年) 12

個人メドレー 200m１３～１４歳2587 女子大秦　眞峯    ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾈ      中学(1年) 13

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(1年) 13

2586 女子武田とぼり    ﾀｹﾀﾞ ﾄﾎﾞﾘ     中学(3年) 15

自由形　　　 100m１５～１６歳2585 女子諸橋　光咲    ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ      高校(1年) 16

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2584 女子渡会　円香    ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ     高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17

個人メドレー 400mＣＳ2583 女子宮本　優海    ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ      高校(2年) 17

個人メドレー 400mＣＳ2582 女子何澤　由衣    ｶｻﾞﾜ ﾕｲ       高校(3年) 18

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 18

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 18

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2581 男子梅原　壮琉    ｳﾒﾊﾗ ﾀｹﾙ      小学(5年) 11

2580 男子辻本　祥大    ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ  高校(1年) 16

2579 男子山中　仁景    ﾔﾏﾅｶ ｷﾐｶｹﾞ    高校(1年) 16

自由形　　　 400mＣＳ2578 男子中村　　仁    ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ      高校(2年) 17

個人メドレー 200mＣＳ2577 男子長牛　太佑    ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ   高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(2年) 17

個人メドレー 400mＣＳ男子高校(2年) 17
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26518：HOS OGURA       (HOSOGURA       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2598 女子山下　紗七    ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾅ     中学(1年) 13

バタフライ　 100m１３～１４歳2597 女子奥田　文嘉    ｵｸﾀﾞ ｱﾔｶ      中学(2年) 14

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14

26522：NSI福知山       (NSIﾌｸﾁﾔﾏ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2599 女子船木　彩那    ﾌﾅｷ ｱﾔﾅ       中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14

26525：アテイン京都    (ｱﾃｲﾝｷｮｳﾄ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2603 男子徳治　　英    ﾄｸｼﾞ ﾊﾅﾌﾞｻ    小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下2602 男子益永　信泰    ﾏｽﾅｶﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ   小学(4年) 10

2601 男子仁科　裕暉    ﾆｼﾅ ﾕｳｷ       小学(4年) 10

2600 男子福島　直樹    ﾌｸｼﾏ ﾅｵｷ      小学(4年) 10

26527：ＹＵＲＩＳＳ    (YURI SS        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１３～１４歳2604 女子安達　真美    ｱﾀﾞﾁ ﾏﾐ       中学(2年) 14

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14

26528：サンスポーツ    (ｻﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2606 男子金谷　春弥    ｶﾅﾔ ｼｭﾝﾔ      小学(5年) 11

自由形　　　 100m１３～１４歳2605 男子小東　真皓    ｺﾋｶﾞｼ ﾏﾋﾛ     中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

26529：ﾋﾞｰﾄまいづる    (ﾋﾞｰﾄﾏｲﾂﾞ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2607 女子山﨑穂乃花    ﾔﾏｻｷ ﾎﾉｶ      高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16

26530：星の子ＳＳ      (ﾎｼﾉｺSS         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50mＣＳ2608 女子青木　尚子    ｱｵｷ ﾅｵｺ       高校(2年) 17

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

26539：イトマン京都    (ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2640 女子青沼　凪紗    ｱｵﾇﾏ ﾅｷﾞｻ     小学(3年) 9

2639 女子山下　　穂    ﾔﾏｼﾀ ﾐﾉﾘ      小学(4年) 10

2638 女子桝本　　空    ﾏｽﾓﾄ ｿﾗ       小学(4年) 10

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2637 女子小石　春菜    ｺｲｼ ﾊﾙﾅ       小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下2636 女子能勢　水音    ﾉｾ ﾐｵﾄ        小学(5年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10

個人メドレー 200m１１～１２歳2635 女子古松　香保    ﾌﾙﾏﾂ ｶﾎ       小学(5年) 11
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平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2635 女子古松　香保    ﾌﾙﾏﾂ ｶﾎ       小学(5年) 11

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

2634 女子前田　那月    ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ      小学(6年) 12

2633 女子大竹　結唯    ｵｵﾀｹ ﾕｲ       小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳2632 女子有本　悠夏    ｱﾘﾓﾄ ﾕﾅ       小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2631 女子髙木　　暖    ﾀｶｷﾞ ﾉﾝ       小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳2630 女子安達　愛菫    ｱﾀﾞﾁ ｱｷ       小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳女子小学(6年) 12

個人メドレー 200m１３～１４歳2629 女子前田　結衣    ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ       中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2628 女子庄司　　滉    ｼｮｳｼﾞ ｺｳ      中学(3年) 15

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15

個人メドレー 400m１５～１６歳2627 女子八木　詩歩    ﾔｷﾞ ｼﾎ        高校(1年) 16

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16

2626 女子山本　和葉    ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾊ     高校(1年) 16

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2625 女子髙嶋　愛菜    ﾀｶｼﾏ ｱｲﾅ      高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

自由形　　　 400mＣＳ2624 女子山本こゆき    ﾔﾏﾓﾄ ｺﾕｷ      高校(2年) 17

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(2年) 17

2623 女子山岸　真尋    ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾋﾛ     高校(3年) 18

自由形　　　 800mＣＳ2622 女子松下奈那香    ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅｶ      高校(3年) 18

自由形　　　  50m１０歳以下2621 男子近澤　叡音    ﾁｶｻﾞﾜ ｴｲﾄ     小学(3年) 9

2620 男子願化　稟平    ｶﾞﾝｹ ﾘﾝﾍﾟｲ    小学(4年) 10

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2619 男子髙屋　太跳    ﾀｶﾔ ﾀｲﾄﾞ      小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下2618 男子前田　朱翔    ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ      小学(4年) 10

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(4年) 10

バタフライ　  50m１１～１２歳2617 男子石崎　瑛人    ｲｼｻﾞｷ ｴｲﾄ     小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(5年) 11

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(5年) 11

2616 男子岩鼻　悠輝    ｲﾜﾊﾅ ﾕｳｷ      小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳2615 男子大西　雄斗    ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ      小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2614 男子土井仁之亮    ﾄﾞｲ ｼﾞﾝﾉｽｹ    小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2613 男子出口　　哲    ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ     小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

バタフライ　 100m１３～１４歳2612 男子中村　啓将    ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ    中学(1年) 13

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

2611 男子石崎　剛大    ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ   中学(1年) 13

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2610 男子三笠　智瑛    ﾐｶｻ ﾄﾓｱｷ      中学(2年) 14

2609 男子中村　燎平    ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ    中学(2年) 14
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26540：コパン宇治      (ｺﾊﾟﾝｳｼﾞ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2641 男子岡田　龍磨    ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾏ     小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(5年) 11

26543：ｾﾝﾄﾗﾙ太秦       (ｾ･ｳｽﾞﾏｻ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2642 男子嶋田　陽太    ｼﾏﾀﾞ ﾖｳﾀ      高校(1年) 16

26557：京都イリアス    (ｲﾘｱｽ           )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2643 女子菅生　心菜    ｽｹﾞｵｲ ｺｺﾅ     小学(4年) 10

26559：コナミ八幡      (ｺﾅﾐﾔﾜﾀ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2646 女子橋本　向葵    ﾊｼﾓﾄ ﾋﾏﾜﾘ     小学(3年) 9

自由形　　　 100m１３～１４歳2645 女子上田　愛子    ｳｴﾀﾞ ｱｲｺ      中学(1年) 13

バタフライ　 100m１３～１４歳2644 女子上野　杏奈    ｳｴﾉ ｱﾝﾅ       中学(2年) 14

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14

26561：ゆめパレア      (ﾕﾒﾊﾟﾚｱ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 100m１３～１４歳2648 女子村上　愛花    ﾑﾗｶﾐ ｱｲｶ      中学(2年) 14

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(2年) 14

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2647 男子鎗野　巧巳    ﾔﾘﾉ ﾀｸﾐ       小学(4年) 10

26851：PAOLAB          (pao labo       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 100mＣＳ2649 女子中島　海聖    ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ     高校(3年) 18

27：大  阪

27025：関大一          (ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2650 男子小川　慶馬    ｵｶﾞﾜ ｹｲﾏ      高校(2年) 17

27063：大体大浪商      (ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 200mＣＳ2657 女子青山　美咲    ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ      高校(3年) 18

自由形　　　 100m１５～１６歳2656 男子木下　翔真    ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ     高校(1年) 16

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(1年) 16

自由形　　　 200m１５～１６歳2655 男子善野　　颯    ｾﾞﾝﾉ ﾊﾔﾃ      高校(1年) 16

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16

2654 男子原　　昂汰    ﾊﾗ ｺｳﾀ        高校(1年) 16

2653 男子山本　貫太    ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ      高校(2年) 17

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2652 男子入江　五陸    ｲﾘｴ ｲﾂﾑ       高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

2651 男子鈴木　翔太    ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ     高校(3年) 18

27081：関大北陽        (ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１５～１６歳2670 女子瀧本真由佳    ﾀｷﾓﾄ ﾏﾕｶ      高校(1年) 16
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バタフライ　 200m１５～１６歳2670 女子瀧本真由佳    ﾀｷﾓﾄ ﾏﾕｶ      高校(1年) 16

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16

2669 女子青井　遥香    ｱｵｲ ﾊﾙｶ       高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 200mＣＳ2668 女子天白　愛菜    ﾃﾝﾊﾟｸ ｱｲﾅ     高校(2年) 17

バタフライ　  50mＣＳ2667 女子小塚　美輝    ｺﾂﾞｶ ﾐｷ       高校(2年) 17

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

自由形　　　 100mＣＳ2666 女子林　　依茉    ﾊﾔｼ ｴﾏ        高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2665 男子三光　哲平    ｻﾝｺｳ ﾃｯﾍﾟｲ    高校(1年) 16

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

2664 男子友田　和志    ﾄﾓﾀﾞ ｶｽﾞｼ     高校(2年) 17

2663 男子浦上　天良    ｳﾗｶﾞﾐ ｿﾗ      高校(2年) 17

バタフライ　  50mＣＳ2662 男子小林　達郎    ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾛｳ    高校(2年) 17

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(2年) 17

2661 男子比良　凌和    ﾋﾗ ﾘｮｳﾄ       高校(2年) 17

2660 男子村上　遥人    ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ      高校(2年) 17

2659 男子松山　　学    ﾏﾂﾔﾏ ｶﾞｸ      高校(3年) 17

自由形　　　 100mＣＳ2658 男子羽岡　草太    ﾊｵｶ ｿｳﾀ       高校(3年) 18

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18

27088：桃山学院        (ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 400mＣＳ2683 男子前田　大輝    ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ     高校(1年) 16

平泳ぎ 100m１５～１６歳2682 男子黒田　晴人    ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾄ      高校(1年) 16

平泳ぎ 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

平泳ぎ 200m１５～１６歳2681 男子池田　雅哉    ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾔ      高校(1年) 16

平泳ぎ 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16

バタフライ 200m１５～１６歳2680 男子丸田　龍弥    ﾏﾙﾀ ﾀﾂﾔ       高校(2年) 16

2679 男子久世　航大    ｸｾﾞ ｺｳﾀﾞｲ     高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2678 男子辻本　瑞樹    ﾂｼﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ    高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17

自由形　　　 100mＣＳ2677 男子粟野　　翔    ｱﾜﾉ ｶｹﾙ       高校(2年) 17

自由形　　　1500mＣＳ2676 男子金星　洋将    ｶﾅﾎﾞｼ ﾖｳｽｹ    高校(2年) 17

個人メドレー 400mＣＳ2675 男子脇田　力旭    ﾜｷﾀ ﾘｷ        高校(3年) 18

バタフライ　 200mＣＳ2674 男子斉藤　堅生    ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ     高校(3年) 18

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

バタフライ　  50mＣＳ男子高校(3年) 18

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2673 男子南條　光輝    ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ    高校(3年) 18

平泳ぎ　　　  50mＣＳ男子高校(3年) 18

自由形　　　 200mＣＳ2672 男子和田信太郎    ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ     高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2671 男子吉田　怜生    ﾖｼﾀﾞ ﾚｵ       高校(3年) 18

27100：太成学院大高    (ﾀｲｾｲｺｳｺｳ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 100m１５～１６歳2693 女子杉山わか菜    ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ     高校(1年) 15

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15

バタフライ　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15

2692 女子山本　恵真    ﾔﾏﾓﾄ ｴﾏ       高校(1年) 16

自由形　　　  50mＣＳ2691 女子七牟禮友希    ﾅﾅﾑﾚ ﾕｷ       高校(2年) 17

2690 女子前川優里亜    ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ      高校(2年) 17

自由形　　　 400m１５～１６歳2689 男子宇野　　陸    ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ       高校(1年) 16
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バタフライ　 100m１５～１６歳2689 男子宇野　　陸    ｳﾉ ﾀﾞｲﾁ       高校(1年) 16

バタフライ　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2688 男子眞木　天翔    ﾏｷ ﾂﾊﾞｻ       高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2687 男子三木慎之介    ﾐｷ ｼﾝﾉｽｹ      高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2686 男子岡元　海風    ｵｶﾓﾄ ｶﾌｳ      高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(2年) 17

2685 男子中川　瑛介    ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｽｹ    高校(3年) 18

自由形　　　 400mＣＳ2684 男子生見　泰聖    ﾇｸﾐ ﾀｲｾｲ      高校(3年) 18

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(3年) 18

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(3年) 18

27201：メイスポ茨木    (ﾒｲｽﾎﾟ          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１０歳以下2703 女子鍛島　優空    ｶｼﾏ ﾕﾗ        小学(3年) 9

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2702 女子浜地佑璃子    ﾊﾏｼﾞ ﾕﾘｺ      小学(6年) 12

個人メドレー 200m１３～１４歳2701 女子島村　椛稟    ｼﾏﾑﾗ ｶﾘﾝ      中学(2年) 14

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2700 女子前川　侑生    ﾏｴｶﾜ ﾕｳ       中学(2年) 14

背泳ぎ　　　  50mＣＳ女子中学(2年) 14

バタフライ　 100m１５～１６歳2699 女子荒木　夏菜    ｱﾗｷ ｶﾅ        中学(3年) 15

個人メドレー 400m１５～１６歳2698 女子滝井　萌加    ﾀｷｲ ﾓｴｶ       高校(1年) 16

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2697 女子前川　瑠楓    ﾏｴｶﾜ ﾙｶ       高校(1年) 16

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2696 男子山田　晴樹    ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ      小学(3年) 9

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(3年) 9

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2695 男子山脇　　葵    ﾔﾏﾜｷ ｱｵｲ      小学(4年) 10

バタフライ　 100m１１～１２歳2694 男子藤本航太朗    ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ   小学(5年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(5年) 11

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(5年) 11

27204：パンジョＳＣ    (PANJO          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 200m１３～１４歳2706 女子奥田　響輝    ｵｸﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ     中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2705 女子大仲　摩耶    ｵｵﾅｶ ﾏﾔ       中学(3年) 15

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15

個人メドレー 400m１５～１６歳女子中学(3年) 15

バタフライ　 100m１５～１６歳2704 女子橋本　風夏    ﾊｼﾓﾄ ﾌｳｶ      高校(1年) 16

27208：パシオ福島      (ﾊﾟｼｵﾌｸｼﾏ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１１～１２歳2707 男子堀井亜生登    ﾎﾘｲ ｱｲﾄ       小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

27211：ｲﾄﾏﾝアビコ      (ｲﾄﾏﾝｱﾋﾞｺ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2711 女子永田　凛真    ﾅｶﾞﾀ ﾘﾀ       小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

背泳ぎ  50m１１～１２歳2710 女子中川　弥月    ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ    中学(1年) 12

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2709 男子小林　秀真    ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾏ    小学(5年) 11
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背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2709 男子小林　秀真    ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾏ    小学(5年) 11

自由形　　　  50m１３～１４歳2708 男子佐藤　佑亮    ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ      中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

27212：イ ト マ ン     (ｲﾄﾏﾝ           )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2755 女子和田野々香    ﾜﾀﾞ ﾉﾉｶ       小学(4年) 10

2754 女子美濃このは    ﾐﾉｳ ｺﾉﾊ       小学(4年) 10

2753 女子松本　夏凛    ﾏﾂﾓﾄ ｶﾘﾝ      小学(4年) 10

2752 女子本岡　由琴    ﾓﾄｵｶ ﾕｺ       小学(4年) 10

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2751 女子小塚　輝子    ｺﾂﾞｶ ﾋｶﾙｺ     中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2750 女子寺﨑　万凛    ﾃﾗｻｷ ﾏﾘﾝ      中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2749 女子菅　　七海    ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ       中学(1年) 13

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(1年) 13

2748 女子林田　波音    ﾊﾔｼﾀﾞ ﾊﾉ      中学(1年) 13

2747 女子樋口　承子    ﾋｸﾞﾁ ｺﾄｺ      中学(2年) 14

2746 女子金　　恵媛    ｷﾝ ﾋｴﾝ        中学(2年) 14

自由形　　　  50m１３～１４歳2745 女子木下　妃魚    ｷﾉｼﾀ ﾋｦ       中学(2年) 14

バタフライ　  50mＣＳ女子中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2744 女子椋本　沙良    ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ       中学(3年) 15

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15

バタフライ　  50mＣＳ2743 女子長谷川葉月    ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ    中学(3年) 15

自由形　　　  50m１５～１６歳女子中学(3年) 15

バタフライ　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2742 女子鍵本　彩夏    ｶｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ     中学(3年) 15

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15

2741 女子谷川亜華葉    ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ    高校(1年) 16

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2740 女子市地　颯華    ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ      高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17

自由形　　　 400mＣＳ2739 女子種村　舞雪    ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ       高校(2年) 17

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(2年) 17

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(2年) 17

自由形　　　 100mＣＳ2738 女子池本　凪沙    ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ     高校(2年) 17

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 200mＣＳ2737 女子津田絵梨那    ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ       高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

バタフライ　 200mＣＳ2736 女子林　　希菜    ﾊﾔｼ ｷﾅ        高校(3年) 18

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 18

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2735 女子緒方　温菜    ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ      高校(3年) 18

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18

自由形　　　 800mＣＳ2734 女子菊地　未愛    ｷｸﾁ ﾐﾁｶ       高校(3年) 18

自由形　　　 400mＣＳ女子高校(3年) 18

2733 男子松吉　久遠    ﾏﾂﾖｼ ｸｵﾝ      小学(3年) 9

2732 男子髙島　涼那    ﾀｶｼﾏ ｽｽﾞﾅ     小学(4年) 10

2731 男子石原　大凱    ｲｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ     小学(4年) 10

2730 男子大塚　陽飛    ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾋ      小学(4年) 10
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背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2729 男子川原幸汰朗    ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ    小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10

2728 男子樋口　貴俊    ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ     小学(5年) 11

自由形　　　 200m１１～１２歳2727 男子美濃　大悟    ﾐﾉｳ ﾀﾞｲｺﾞ     小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳2726 男子黒川　卓聖    ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ      小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

2725 男子小郷　佑陽    ｵｺﾞｳ ﾕｳﾋ      小学(6年) 12

バタフライ　 100m１３～１４歳2724 男子後藤　晃太    ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ      中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2723 男子泉　　陽一    ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ      中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

自由形　　　 100m１３～１４歳2722 男子宮田　一佐    ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ      中学(2年) 14

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14

2721 男子桑原　拓希    ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛｷ      中学(2年) 14

バタフライ　 200m１３～１４歳2720 男子森本　耕太    ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ      中学(2年) 14

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14

自由形　　　  50m１３～１４歳2719 男子高嶋　悠雅    ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ     中学(2年) 14

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14

自由形　　　  50m１５～１６歳2718 男子重藤　流世    ｼｹﾞﾄｳ ﾘｭｳｾｲ   中学(3年) 15

自由形　　　  50m１５～１６歳2717 男子大日向海斗    ｵｵﾋﾅﾀ ｶｲﾄ     高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

自由形　　　 400mＣＳ2716 男子渡邊　天馬    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ     高校(2年) 17

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(2年) 17

バタフライ　  50mＣＳ2715 男子森本　哲平    ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ    高校(2年) 17

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(2年) 17

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(2年) 17

自由形　　　 100mＣＳ2714 男子木本　憲大    ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ       高校(3年) 18

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18

自由形　　　 400mＣＳ2713 男子井本　一輝    ｲﾓﾄ ｲｯｷ       高校(3年) 18

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2712 男子木下　周勇    ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾕ     高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

27214：ＮＡＣＬ        (NACL           )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１１～１２歳2763 女子奥　　綾香    ｵｸ ｱﾔｶ        小学(5年) 11

2762 女子下川　凛子    ｼﾓｶﾜ ﾘﾝｺ      小学(6年) 12

2761 女子ハーストシエナ ﾊｰｽﾄ ｼｴﾅ      小学(6年) 12

2760 女子坂本　　響    ｻｶﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ     小学(6年) 12

自由形　　　  50mＣＳ2759 女子星山　茅奈    ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ       高校(2年) 17

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

バタフライ　  50mＣＳ女子高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2758 男子堀　　真裕    ﾎﾘ ﾏｻﾋﾛ       小学(6年) 12
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背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2758 男子堀　　真裕    ﾎﾘ ﾏｻﾋﾛ       小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2757 男子奥野　平太    ｵｸﾉ ﾍﾟｲﾀ      中学(3年) 15

個人メドレー 200mＣＳ2756 男子田丸　敬也    ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ       高校(3年) 18

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(3年) 18

27215：ｲﾄﾏﾝひばり      (ｲﾄﾏﾝﾋﾊﾞﾘ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 200mＣＳ2767 女子中逵　綾乃    ﾅｶﾂｼﾞ ｱﾔﾉ     高校(2年) 17

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2766 女子白石　楓佳    ｼﾗｲｼ ﾌｳｶ      高校(2年) 17

バタフライ　  50m１０歳以下2765 男子谷野　瑛翔    ﾀﾆﾉ ｴｲﾄ       小学(4年) 10

自由形　　　1500mＣＳ2764 男子金谷　　駿    ｶﾅﾀﾆ ｼｭﾝ      中学(2年) 14

自由形　　　 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

27221：ＨＯＳ小阪      (HOSｺｻｶ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 100m１１～１２歳2768 男子富谷　弦隆    ﾄﾐﾔ ｹﾞﾝﾘｭｳ    小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

27222：履正ＳＣ十三    (ﾘｾｲｼﾞｭｳｿ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１１～１２歳2769 男子大切　逢那    ｵｵｷﾞﾘ ｱﾅﾝ     小学(5年) 11

27223：ＫＴＶ豊中      (KTVﾄﾖﾅｶ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１１～１２歳2779 女子大山　紗依    ｵｵﾔﾏ ｻｴ       小学(5年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　 200m１３～１４歳2778 女子小野　春花    ｵﾉ ﾊﾙｶ        中学(2年) 14

自由形　　　 400m１３～１４歳2777 男子木村　佳華    ｷﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ      中学(1年) 13

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(1年) 13

自由形　　　  50m１３～１４歳2776 男子川﨑成一郎    ｶﾜｻｷ ｾｲｲﾁﾛｳ   中学(1年) 13

自由形　　　 400m１３～１４歳2775 男子西口　直輝    ﾆｼｸﾞﾁ ﾅｵｷ     中学(1年) 13

2774 男子安田　陽翔    ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ      中学(2年) 14

2773 男子近藤　立宜    ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾉﾘ    中学(2年) 14

2772 男子浜崎　光生    ﾊﾏｻﾞｷ ｺｳｷ     中学(2年) 14

自由形　　　 400m１５～１６歳2771 男子高木　　陸    ﾀｶｷ ﾘｸ        中学(3年) 15

自由形　　　 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15

個人メドレー 200m１５～１６歳2770 男子三宅　聡史    ﾐﾔｹ ｻﾄｼ       高校(1年) 16

27229：枚方SS香里      (ﾋﾗｶﾀｺｳﾘ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2787 女子梶本　幸花    ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ     小学(6年) 12

2786 男子船津　響聖    ﾌﾅﾂ ﾋﾋﾞｷ      小学(3年) 9

自由形　　　  50m１０歳以下2785 男子廣井　　湊    ﾋﾛｲ ﾐﾅﾄ       小学(3年) 9

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(3年) 9

2784 男子中村　星翔    ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾄ     小学(3年) 9

自由形　　　  50m１０歳以下2783 男子黒松　陽人    ｸﾛﾏﾂ ﾊﾙﾄ      小学(4年) 10

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10
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バタフライ　  50m１０歳以下2783 男子黒松　陽人    ｸﾛﾏﾂ ﾊﾙﾄ      小学(4年) 10

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2782 男子寺本　吏玖    ﾃﾗﾓﾄ ﾘｸ       小学(5年) 11

個人メドレー 200m１１～１２歳2781 男子土井　健心    ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾝ      小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

バタフライ　 100m１５～１６歳2780 男子桑島　崚介    ｸﾜｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ   中学(3年) 15

バタフライ　 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15

27231：ﾏｯｸ緑地         (ﾏｯｸﾘｮｸﾁ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１１～１２歳2788 男子松本　悠希    ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ      小学(5年) 11

27247：JSS高槻中央     (JSSﾀｶﾂｷ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１０歳以下2793 女子山﨑　瑠花    ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｶ      小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10

2792 男子木佐木煌希    ｷｻｷ ｺｳｷ       中学(1年) 13

2791 男子袖山　　亮    ｿﾃﾞﾔﾏ ﾘｮｳ     中学(1年) 13

2790 男子浅原　大輝    ｱｻﾊﾗ ﾀﾞｲｷ     中学(2年) 14

2789 男子濱口　煉生    ﾊﾏｸﾞﾁ ﾈｵ      中学(2年) 14

27252：ＫＴＶ石橋      (KTVｲｼﾊﾞｼ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１１～１２歳2794 女子永谷　季音    ｴｲﾀﾆ ﾄｷﾈ      小学(6年) 12

27255：イトマン滝谷    (ｲﾄﾏﾀｷﾀﾞﾆ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１３～１４歳2795 男子田中廉汰朗    ﾀﾅｶ ﾚﾝﾀﾛｳ     中学(2年) 14

27267：イトマン守口    (ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2799 男子藤江　凌慈    ﾌｼﾞｴ ﾘｮｳｼﾞ    高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2798 男子池下　慎粋    ｲｹｼﾀ ﾖｼﾀﾀﾞ    高校(2年) 17

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2797 男子奈須　一樹    ﾅｽ ｶｽﾞｷ       高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

バタフライ　  50mＣＳ2796 男子好川　大雅    ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ     高校(3年) 18

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

27268：岸和田ＳＳ      (ｷｼﾜﾀﾞSS        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2800 男子中野　和輝    ﾅｶﾉ ｶｽﾞｷ      中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

27277：菊水ＳＳ        (ｷｸｽｲ           )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2802 女子寺田　実鈴    ﾃﾗﾀﾞ ﾐｽｽﾞ     中学(3年) 15

自由形　　　 100m１５～１６歳2801 男子新谷　好喜    ｼﾝﾀﾆ ｺｳｷ      高校(1年) 16

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16
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27278：コナミ香里園    (ｺﾅﾐｺｳﾘｴﾝ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１１～１２歳2810 女子杉本　奈渚    ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾅ      小学(5年) 11

自由形　　　  50m１１～１２歳2809 女子村上　愛実    ﾑﾗｶﾐ ｱﾐ       小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2808 女子上原世理奈    ｳｴﾊﾗ ｾﾘﾅ      小学(6年) 12

2807 女子中路　千陽    ﾅｶｼﾞ ﾁﾊﾙ      小学(6年) 12

2806 女子貞谷　優葵    ｻﾀﾞﾔ ﾕｷ       小学(6年) 12

個人メドレー 200mＣＳ2805 女子山村　莉子    ﾔﾏﾑﾗ ﾘｺ       高校(2年) 17

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(2年) 17

バタフライ　  50m１０歳以下2804 男子濱口　大和    ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ     小学(4年) 10

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2803 男子村上　奨悟    ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺﾞ    中学(1年) 13

27281：ＫＳＣ千里      (KSCｾﾝﾘ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１３～１４歳2812 女子平野結伊子    ﾋﾗﾉ ﾕｲｺ       中学(1年) 13

自由形　　　 100m１５～１６歳2811 女子吉井萌萌花    ﾖｼｲ ﾓﾓｶ       中学(3年) 15

自由形　　　  50m１５～１６歳女子中学(3年) 15

27284：TX東住吉        (TXｽﾐﾖｼ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１１～１２歳2813 女子今岡　優菜    ｲﾏｵｶ ﾕｳﾅ      小学(6年) 12

27288：ＪＳＳ住吉      (JSSｽﾐﾖｼ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１１～１２歳2818 女子橋本　優苗    ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ       小学(5年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

2817 男子戸川　瑛翔    ﾄｶﾞﾜ ｴｲﾄ      小学(4年) 10

2816 男子田中　　蓮    ﾀﾅｶ ﾚﾝ        小学(4年) 10

2815 男子大前　　蒼    ｵｵﾏｴ ｱｵｲ      小学(4年) 10

2814 男子増田　　準    ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ     小学(4年) 10

27289：イトマン江坂    (ｲﾄﾏﾝｴｻｶ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2827 女子六路木あさ美  ﾛｸﾛｷﾞ ｱｻﾐ     小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2826 女子藤澤依里子    ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘｺ     高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2825 男子渡辺　　新    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾗﾀ     小学(6年) 12

2824 男子糴川　仁人    ｾﾘｶﾜ ﾏｻﾄ      小学(6年) 12

2823 男子南　　龍輝    ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｷ      小学(6年) 12

2822 男子角谷　旺海    ｶﾄﾞﾀﾆ ｵｳｶﾞ    小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 200mＣＳ2821 男子佐藤　　翼    ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ      高校(2年) 17

バタフライ　 100mＣＳ2820 男子松島　優太    ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ      高校(3年) 18

平泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

平泳ぎ　　　  50mＣＳ2819 男子木村虎太郎    ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ      高校(3年) 18
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27297：イトマン堺      (ｲﾄﾏﾝｻｶｲ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１０歳以下2830 女子中島　美羽    ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｳ      小学(3年) 9

個人メドレー 200m１０歳以下2829 男子藤本　　廉    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚﾝ      小学(4年) 10

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10

個人メドレー 200m１１～１２歳2828 男子花井　脩大    ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ      小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

27300：スペックＳＣ    (ｽﾍﾟｯｸSC        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2834 女子松本　　茜    ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾈ      小学(4年) 10

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2833 女子内藤　優衣    ﾅｲﾄｳ ﾕｲ       小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　  50m１１～１２歳2832 女子野村くるみ    ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ       小学(6年) 12

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2831 女子南田　歩香    ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾎﾉｶ     中学(1年) 13

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13

27303：大阪水泳学校    (OSAKA.SG       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2840 女子守谷　泉美    ﾓﾘﾀﾆ ｲｽﾞﾐ     小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2839 女子田積帆乃果    ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ       中学(3年) 15

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子中学(3年) 15

個人メドレー 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15

2838 女子中村　百恵    ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｴ      高校(1年) 16

2837 女子本田麻里奈    ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾘﾅ      高校(1年) 16

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2836 女子城　由莉亜    ｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ      高校(1年) 16

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2835 男子斎藤　光太    ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ      小学(4年) 10

27306：JSS和泉中央     (JSSｲｽﾞﾐ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１０歳以下2841 男子嘉戸　琉仁    ｶﾄﾞ ﾘｭｳﾄ      小学(4年) 10

27316：ｾﾝﾄﾗﾙ四条畷     (ｾ･ｼｼﾞｮｳﾅ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 200m１０歳以下2843 女子中川　夏帆    ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾎ      小学(4年) 10

個人メドレー 200mＣＳ2842 男子田中　一路    ﾀﾅｶ ｲﾁﾛ       高校(2年) 17

個人メドレー 400mＣＳ男子高校(2年) 17

27322：ＪＳＳりもね    (JSSﾘﾓﾈ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2845 女子岡元　羽海    ｵｶﾓﾄ ﾊｳﾅ      中学(1年) 13

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13

個人メドレー 200m１０歳以下2844 男子岡元　海箕    ｵｶﾓﾄ ｶﾐﾙ      小学(3年) 9

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(3年) 9
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平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2844 男子岡元　海箕    ｵｶﾓﾄ ｶﾐﾙ      小学(3年) 9

27324：初芝ＳＳ        (ﾊﾂｼﾊﾞSS        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１０歳以下2851 女子前田　　杏    ﾏｴﾀﾞ ｱﾝ       小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10

2850 女子末澤　心絆    ｽｴｻﾞﾜ ｺｺﾅ     小学(4年) 10

2849 女子佐伯　陽菜    ｻｴｷ ﾊﾙﾅ       小学(4年) 10

自由形　　　  50m１０歳以下2848 女子谷本　美乃    ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙﾉ      小学(4年) 10

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10

自由形　　　 200m１１～１２歳2847 女子阪井　葵心    ｻｶｲ ｱｵｲ       小学(5年) 11

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(5年) 11

個人メドレー 200m１３～１４歳2846 女子阪井　優心    ｻｶｲ ﾕｳ        中学(1年) 13

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13

27325：JSSはびきの     (JSSﾊﾋﾞｷﾉ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１１～１２歳2853 男子池田　星那    ｲｹﾀﾞ ｾﾅ       小学(5年) 11

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(5年) 11

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(5年) 11

自由形　　　  50m１３～１４歳2852 男子八坂　康生    ﾔｻｶ ｺｳｾｲ      中学(1年) 13

27326：枚方SS牧野      (ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2862 女子島津　花彩    ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙｱ      中学(1年) 13

2861 女子結城　杏奈    ﾕｳｷ ｱﾝﾅ       中学(2年) 14

自由形　　　 400m１３～１４歳2860 女子伊藤　陽菜    ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ       中学(2年) 14

個人メドレー 200m１３～１４歳2859 女子飯坂　桃愛    ｲｲｻｶ ﾓﾓｱ      中学(2年) 14

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2858 男子工藤　　凱    ｸﾄﾞｳ ｶｲ       小学(4年) 10

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2857 男子米田　光志    ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼ      小学(5年) 11

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(5年) 11

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(5年) 11

バタフライ　 100m１１～１２歳2856 男子安藤　　陽    ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ     小学(5年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(5年) 11

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(5年) 11

自由形　　　 200m１１～１２歳2855 男子今福　和志    ｲﾏﾌｸ ｶｽﾞｼ     小学(6年) 12

自由形　　　 100m１３～１４歳2854 男子木本未来大    ｷﾓﾄ ﾐｷﾄ       中学(2年) 14

27327：枚方ＳＳ        (ﾋﾗｶﾀSS         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2899 女子大河原羽菜    ｵｵｶﾞﾜﾗ ﾊﾅ     小学(3年) 9

2898 女子深浦菜々子    ﾌｶｳﾗ ﾅﾅｺ      小学(3年) 9

2897 女子中山　愛惟    ﾅｶﾔﾏ ﾒｲ       小学(4年) 10

2896 女子角軒　里奈    ｶﾄﾞﾉｷ ﾘﾅ      小学(4年) 10

2895 女子川上あゆむ    ｶﾜｶﾐ ｱﾕﾑ      小学(6年) 12

2894 女子福島　輝音    ﾌｸｼﾏ ｱｷﾈ      小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳2893 女子村嶌　優綺    ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ      小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12
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バタフライ　  50m１１～１２歳2892 女子原田　紬生    ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ     小学(6年) 12

2891 女子麻田　和瑚    ｱｻﾀﾞ ﾆｺ       小学(6年) 12

自由形　　　 200m１３～１４歳2890 女子奥園　心咲    ｵｸｿﾞﾉ ﾐｻ      中学(2年) 14

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2889 女子下田平朋子    ｼﾓﾀﾞﾋﾗ ﾄﾓｺ    中学(2年) 14

2888 女子白石　彩華    ｼﾗｲｼ ｱﾔｶ      中学(2年) 14

2887 女子中林　紗菜    ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻﾅ     中学(2年) 14

2886 女子谷村　帆夏    ﾀﾆﾑﾗ ﾎﾅﾂ      中学(2年) 14

2885 女子濵　　千織    ﾊﾏ ﾁｵﾘ        中学(2年) 14

2884 女子吉本　　翼    ﾖｼﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ     中学(2年) 14

自由形　　　 400m１５～１６歳2883 女子藤本　　穏    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ     中学(3年) 15

バタフライ　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15

バタフライ　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2882 女子曽我部菜々    ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ      中学(3年) 15

個人メドレー 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15

個人メドレー 400m１５～１６歳女子中学(3年) 15

個人メドレー 400m１５～１６歳2881 女子梶本　一花    ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ     高校(1年) 16

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16

自由形　　　 400m１５～１６歳女子高校(1年) 16

2880 女子椎葉　汐音    ｼｲﾊﾞ ｼｵﾝ      高校(1年) 16

自由形　　　 100m１５～１６歳2879 女子宇野　莉奈    ｳﾉ ﾘﾅ         高校(1年) 16

バタフライ　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16

バタフライ　 100mＣＳ2878 女子中村　舞羽    ﾅｶﾑﾗ ﾏｲﾊ      高校(2年) 17

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(2年) 17

バタフライ　 200mＣＳ2877 女子永尾　美友    ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ       高校(2年) 17

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(2年) 17

バタフライ　 200mＣＳ2876 女子木本緋奈乃    ｷﾓﾄ ﾋﾅﾉ       高校(3年) 18

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 18

個人メドレー 400mＣＳ2875 女子中村　　葵    ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ      高校(3年) 18

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 18

自由形　　　 400mＣＳ女子高校(3年) 18

バタフライ　 100m１１～１２歳2874 男子中川　太芯    ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼﾝ    小学(5年) 11

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(5年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳2873 男子森　翔太郎    ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ     小学(5年) 11

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(5年) 11

2872 男子筒井　一樹    ﾂﾂｲ ｶｽﾞｷ      小学(5年) 11

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2871 男子嶋田　篤人    ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ      小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

2870 男子橋本　世那    ﾊｼﾓﾄ ｾﾅ       小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳2869 男子舟橋　　巧    ﾌﾅﾊｼ ｺｳ       小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳2868 男子山本　修斗    ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ     小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

個人メドレー 400m１３～１４歳2867 男子宇野　舜哉    ｳﾉ ｼｭﾝﾔ       中学(2年) 14
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個人メドレー 200m１３～１４歳2867 男子宇野　舜哉    ｳﾉ ｼｭﾝﾔ       中学(2年) 14

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

バタフライ　 200m１５～１６歳2866 男子岩住宏一郎    ｲﾜｽﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ  中学(3年) 15

自由形　　　1500mＣＳ男子中学(3年) 15

自由形　　　 400m１５～１６歳2865 男子林　　大輝    ﾊﾔｼ ﾀｲｷ       高校(1年) 15

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 15

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15

自由形　　　 400m１５～１６歳2864 男子中村　　元    ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ     高校(1年) 16

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(1年) 16

個人メドレー 400m１５～１６歳男子高校(1年) 16

自由形　　　 200m１５～１６歳2863 男子上田　純平    ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  高校(1年) 16

27328：南茨木S.S       (ﾐﾅﾐｲﾊﾞﾗｷ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１１～１２歳2900 女子寺尾　奏音    ﾃﾗｵ ｶﾉﾝ       小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(6年) 12

27332：コナミ光明池    (ｺﾅﾐｺｳﾐｮｳ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１０歳以下2901 男子米田　　頌    ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳ      小学(4年) 10

27335：ｲﾄﾏﾝ岸和田      (ｲﾄﾏｷｼﾜﾀﾞ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 100m１５～１６歳2904 女子津隈　由子    ﾂｸﾏ ﾕｳｺ       高校(1年) 16

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16

自由形　　　 400m１５～１６歳女子高校(1年) 16

バタフライ　 200m１５～１６歳2903 男子西村　祐里    ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾘ      中学(3年) 15

バタフライ　 200m１５～１６歳2902 男子三浦　圭人    ﾐｳﾗ ｹｲﾄ       高校(1年) 16

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16

27345：ＪＳＳガボ      (JSSｶﾞﾎﾞ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１１～１２歳2905 女子村山　優香    ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｶ      小学(5年) 11

27346：ＪＳＳ東花園    (JSSﾋｶﾞｼﾊ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１０歳以下2909 女子塩坂　実季    ｼｵｻｶ ﾐｷ       小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下2908 男子島岡　大和    ｼﾏｵｶ ﾔﾏﾄ      小学(3年) 9

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2907 男子海渡　丈瑠    ｶｲﾄﾞ ﾀｹﾙ      小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(4年) 10

自由形　　　 400m１３～１４歳2906 男子木村　瞬弥    ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾔ      中学(2年) 14

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14

27347：大東SS          (ﾀﾞｲﾄｳSS        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 100m１５～１６歳2910 女子梅木　陽向    ｳﾒｷ ﾋﾅﾀ       中学(3年) 15

自由形　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15

27353：ＮＳＩ花園      (NSIﾊﾅｿﾞﾉ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100mＣＳ2912 女子吉原　麻夏    ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾂ      高校(3年) 18
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バタフライ 100m１５～１６歳2911 男子山田　啓史    ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ     中学(3年) 15

バタフライ 200mＣＳ男子中学(3年) 15

バタフライ  50mＣＳ男子中学(3年) 15

27357：ジェル北野田    (ｼﾞｪﾙｷﾀﾉﾀ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 100m１３～１４歳2915 女子野田　　愛    ﾉﾀﾞ ｱｲ        中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13

個人メドレー 200mＣＳ2914 女子西牟田茉鈴    ﾆｼﾑﾀ ﾏﾘﾝ      高校(3年) 18

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 18

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(3年) 18

個人メドレー 200m１５～１６歳2913 男子山口　秀哉    ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾔ    高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16

27358：コパン長尾      (ｺﾊﾟﾝﾅｶﾞｵ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2916 男子藤井　亮汰    ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ     高校(2年) 17

27360：ｲﾄﾏﾝ富田林      (ﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１１～１２歳2924 女子中森　美里    ﾅｶﾓﾘ ﾐｻﾄ      小学(5年) 11

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

バタフライ　 100m１１～１２歳2923 女子後藤　彩巴    ｺﾞﾄｳ ｲﾛﾊ      小学(5年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

2922 女子浅田　恵衣    ｱｻﾀﾞ ﾒｲ       小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳2921 女子橋村　歩実    ﾊｼﾑﾗ ｱﾕﾐ      小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12

2920 女子中川　愛苺    ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲ      小学(6年) 12

2919 女子大村　　愛    ｵｵﾑﾗ ｱｲ       小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2918 男子田中絢之介    ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾉｽｹ    小学(6年) 12

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　 400mＣＳ2917 男子黒川　紫唯    ｸﾛｶﾜ ｼｭｲ      高校(2年) 17

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(2年) 17

27362：JSSさやま       (JSSｻﾔﾏ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100mＣＳ2925 男子生部　悠樹    ｼｮｳﾌﾞ ﾕｳｷ     高校(2年) 17

27365：ｾﾝﾄﾗﾙみなと     (ｾﾝﾄﾗﾙﾐﾅﾄ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2928 女子赤穂　季奈    ｱｶﾎ ｷﾅ        中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2927 女子松本　奏来    ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ       中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2926 男子辻野　優輝    ﾂｼﾞﾉ ﾕｳｷ      高校(2年) 17

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(2年) 17
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27367：ＪＳＳ深井      (JSSﾌｶｲ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 200m１０歳以下2929 男子国本　莉一    ｸﾆﾓﾄ ﾘｲﾁ      小学(4年) 10

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10

27368：ｱｲﾗﾝﾄﾞ駒川      (ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾏ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2931 女子加藤美亜彩    ｶﾄｳ ﾐｱｻ       小学(4年) 10

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2930 男子山口　哩駈    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ      中学(2年) 14

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14

27373：ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ旭      (BSｱｻﾋ          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2934 女子田中小都乃    ﾀﾅｶ ｺﾄﾉ       高校(2年) 17

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2933 男子伊東　克真    ｲﾄｳ ｶﾂﾏ       小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳2932 男子伊藤　陽生    ｲﾄｳ ﾊﾙｷ       小学(6年) 12

27376：田尻水泳連盟    (ﾀｼﾞﾘｽｲﾚﾝ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１５～１６歳2936 男子印南澄空斗    ｲﾝﾅﾐ ｿﾗﾄ      高校(1年) 16

自由形　　　 400m１５～１６歳2935 男子今村　圭吾    ｲﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ     高校(1年) 16

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(1年) 16

27377：ＪＳＳエビス    (JSSｴﾋﾞｽ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 100m１３～１４歳2938 男子松田　康平    ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ     中学(1年) 13

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

バタフライ　 100m１３～１４歳2937 男子江夏　　遼    ｴﾅﾂ ﾘｮｳ       中学(1年) 13

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

27378：ＮＳＩ古川橋    (NSI ﾌﾙｶﾜ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 200m１０歳以下2941 女子大浦　璃乃    ｵｵｳﾗ ﾘﾉ       小学(3年) 9

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(3年) 9

自由形　　　 200m１１～１２歳2940 男子牧内　竜也    ﾏｷｳﾁ ﾀﾂﾔ      小学(5年) 11

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(5年) 11

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2939 男子神園　航平    ｶﾐｿﾉ ｺｳﾍｲ     中学(3年) 15

平泳ぎ　　　  50mＣＳ男子中学(3年) 15

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15

27382：ﾄﾞｰﾑ豊能ｼｰﾄｽ    (ﾄﾞｰﾑｼｰﾄｽ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１１～１２歳2943 女子小林　愛茉    ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ      小学(5年) 11

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(5年) 11
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背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2943 女子小林　愛茉    ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ      小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2942 女子小林　愛莉    ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ     中学(1年) 13

27388：ＭＧ泉南        (MGｾﾝﾅﾝ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１３～１４歳2944 女子南　　緩菜    ﾐﾅﾐ ｶﾝﾅ       中学(2年) 14

27396：NSI鶴見         (NSIﾂﾙﾐ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１１～１２歳2945 男子宮岡　諒輔    ﾐﾔｵｶ ﾘｮｳｽｹ    小学(6年) 12

27398：星田ＳＳ        (ﾎｼﾀﾞSS         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１１～１２歳2948 女子久野　夢真    ﾋｻﾉ ﾕﾏ        小学(5年) 11

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2947 男子大橋　　信    ｵｵﾊｼ ｼﾝ       小学(5年) 11

バタフライ　 100m１３～１４歳2946 男子辻　　翔太    ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ      中学(1年) 13

27399：ｻﾝｹｲST          (ｻﾝｹｲST         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１１～１２歳2949 男子松山　　育    ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ       小学(5年) 11

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(5年) 11

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(5年) 11

27400：NSI Taiken      (NSIﾀｲｹﾝ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　  50m１０歳以下2952 女子本山　愛海    ﾓﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ      小学(4年) 10

自由形　　　  50m１１～１２歳2951 女子福浪　彩葵    ﾌｸﾅﾐ ｻｷ       小学(5年) 11

自由形　　　 200m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　 200m１５～１６歳2950 男子杉山　優希    ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ     高校(1年) 16

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

27503：ＪＳＳ八尾      (JSSﾔｵ          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　 100m１３～１４歳2956 女子村山　裕香    ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｶ      中学(2年) 14

背泳ぎ　　　  50mＣＳ2955 女子杉山菜々美    ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾅﾐ     中学(3年) 15

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2954 男子馬場　匠汰    ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ     中学(1年) 13

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

自由形　　　1500mＣＳ2953 男子加藤　睦也    ｶﾄｳ ﾁｶﾔ       高校(2年) 17

27534：パシオ八尾      (ﾊﾟｼｵﾔｵ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2959 女子若林　実愛    ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｱ     小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　  50m１０歳以下2958 男子山下　竜聖    ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ    小学(4年) 10

自由形　　　 200m１１～１２歳2957 男子西垣　利喜    ﾆｼｶﾞｷ ﾘｷ      小学(5年) 11

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(5年) 11

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(5年) 11
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27602：畷学ST          (ﾅﾜｶﾞｸｴｽﾃｨ      )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2960 男子藤本　大貴    ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ    中学(1年) 13

27617：大体大浪商中    (ﾅﾐｼｮｳﾁｭｳ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2964 男子善野　　煌    ｾﾞﾝﾉ ﾋｶﾙ      中学(1年) 13

2963 男子笹野　慎紘    ｻｻﾉ ﾏﾋﾛ       中学(2年) 14

自由形　　　 200m１３～１４歳2962 男子伐栗　凰佑    ｷﾘｸﾘ ｵｳｽｹ     中学(2年) 14

自由形　　　 100m１３～１４歳2961 男子細川　　碧    ﾎｿｶﾜ ｱｵｲ      中学(2年) 14

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(2年) 14

27719：ﾚｱｽｱｸｱﾃｨｸｽ      (ﾚｱｽｱｸｱ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形 100m１５～１６歳2965 男子續　　竜成    ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｾｲ    中学(3年) 15

自由形 200mＣＳ男子中学(3年) 15

自由形 400m１５～１６歳男子中学(3年) 15

28：兵  庫

28507：市尼崎高        (ICHIAMA        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 100mＣＳ2966 女子大野なな実    ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ       高校(3年) 18

28602：市川高校        (ｲﾁｶﾜｺｳｺｳ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１５～１６歳2971 男子森田　遥大    ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ       高校(1年) 16

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(1年) 16

2970 男子西田　圭希    ﾆｼﾀﾞ ﾖｼｷ      高校(3年) 18

自由形　　　 200mＣＳ2969 男子多鹿　正洋    ﾀｼﾞｶ ﾏｻﾋﾛ     高校(3年) 18

2968 男子楠田　将也    ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ      高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2967 男子福本　勝太    ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ     高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

28603：関西学院高      (ｶﾝｶﾞｸｺｳ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2972 男子高　　大輔    ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ      高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(3年) 18

28615：須磨学園高校    (ｽﾏｶﾞｸｴﾝ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2979 女子中野　帆波    ﾅｶﾉ ﾎﾅﾐ       高校(2年) 17

自由形　　　 200mＣＳ2978 女子井上　真帆    ｲﾉｳｴ ﾏﾎ       高校(2年) 17

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17

自由形　　　 400mＣＳ2977 女子村木　　心    ﾑﾗｷ ｺｺﾛ       高校(2年) 17

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(2年) 17

個人メドレー 200mＣＳ2976 女子笠松　咲蘭    ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ      高校(3年) 18

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(3年) 18

自由形　　　 400mＣＳ2975 女子内田　真樹    ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ       高校(3年) 18

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(3年) 18
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平泳ぎ　　　 200mＣＳ2974 女子堀上　綺良    ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ       高校(3年) 18

平泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18

自由形　　　 200mＣＳ2973 男子三原　慶悟    ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ      高校(3年) 18

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18

28801：イトマン川西    (ｲﾄﾏﾝｶﾜﾆｼ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2983 女子斉藤　　舞    ｻｲﾄｳ ﾏｲ       中学(1年) 13

2982 女子秋庭ひなた    ｱｷﾊﾞ ﾋﾅﾀ      中学(2年) 14

2981 女子黒木　優愛    ｸﾛｷ ﾕｳｱ       中学(2年) 14

2980 女子藤本　祥花    ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ     中学(2年) 14

28805：塚口ＳＳ        (ﾂｶｸﾞﾁSS        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

2998 女子伊藤　凜奈    ｲﾄｳ ﾘﾝﾅ       中学(1年) 13

2997 女子中野　陽菜    ﾅｶﾉ ﾋﾅ        中学(2年) 14

バタフライ　 100m１３～１４歳2996 女子前田　夏風    ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ      中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2995 女子小坂田　愛    ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ      中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2994 女子西河　輝峰    ﾆｼｶﾜ ｷﾎ       中学(3年) 15

自由形　　　  50m１１～１２歳2993 男子朝山誠司郎    ｱｻﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ    小学(5年) 11

個人メドレー 200m１１～１２歳2992 男子西村　　零    ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ       小学(5年) 11

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(5年) 11

2991 男子中川　陽喜    ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ     小学(6年) 12

2990 男子杉本　和真    ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ    小学(6年) 12

2989 男子今井　詠奏    ｲﾏｲ ｳﾀ        小学(6年) 12

2988 男子登　　飛瑛    ﾉﾎﾞﾙ ﾋﾖｳ      中学(1年) 13

2987 男子仁川　遥斗    ﾆｶﾜ ﾊﾙﾄ       中学(1年) 13

2986 男子今井　奏良    ｲﾏｲ ｿﾗ        中学(2年) 14

自由形　　　 100m１３～１４歳2985 男子西川　呂希    ﾆｼｶﾜ ﾛｷ       中学(2年) 14

2984 男子吉田　貴範    ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ     中学(2年) 14

28810：ＪＳＳ三木      (JSSﾐｷ          )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳3001 男子菅野　陽日    ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ      中学(1年) 13

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

個人メドレー 200m１５～１６歳3000 男子菅野　広大    ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ    中学(3年) 15

自由形　　　  50mＣＳ2999 男子重本孝太郎    ｼｹﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ   高校(2年) 17

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17

バタフライ　  50mＣＳ男子高校(2年) 17

28814：コナミ東加古    (ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下3002 男子濱口　　敬    ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲ      小学(3年) 9

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(3年) 9

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(3年) 9

28815：イトマン神戸    (ｲﾄﾏﾝｺｳﾍﾞ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

3026 女子狩野　紗奈    ｶﾉｳ ｻﾅ        小学(4年) 10

3025 女子藤井　咲羽    ﾌｼﾞｲ ｻﾜ       小学(4年) 10

3024 女子野村　芽生    ﾉﾑﾗ ﾒｲ        小学(4年) 10
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平泳ぎ　　　  50m１０歳以下3023 女子廣田　七海    ﾋﾛﾀ ﾅﾅﾐ       小学(4年) 10

3022 女子坂口　倫菜    ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾅ      小学(5年) 11

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳3021 女子見浪　真美    ﾐﾅﾐ ﾏﾐ        小学(5年) 11

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　 200m１１～１２歳3020 女子西川　真央    ﾆｼｶﾜ ﾏｵ       小学(6年) 12

3019 女子石躍　佐和    ｲｼｵﾄﾞﾘ ｻﾜ     小学(6年) 12

個人メドレー 400m１３～１４歳3018 女子阿部　　悠    ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ       中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14

3017 女子樋口　実紅    ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ       中学(2年) 14

3016 女子坂口理彩子    ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ     中学(2年) 14

自由形　　　 200m１３～１４歳3015 女子板谷　紗瑛    ｲﾀﾀﾆ ｻｴ       中学(2年) 14

自由形　　　 400m１３～１４歳3014 女子青野　鈴夏    ｱｵﾉ ｽｽﾞｶ      中学(2年) 14

自由形　　　 800mＣＳ女子中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳3013 女子中澤　　葵    ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ     中学(3年) 15

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15

バタフライ　 200m１５～１６歳3012 女子森田　美友    ﾓﾘﾀ ﾐﾕ        中学(3年) 15

バタフライ　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15

3011 男子宮本　周侑    ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳｽｹ    小学(3年) 9

3010 男子鳥塚瑛太郎    ﾄﾘﾂｶ ｴｲﾀﾛｳ    小学(4年) 10

3009 男子草野　克仁    ｸｻﾉ ｶﾂﾄ       小学(4年) 10

3008 男子土岐　龍雅    ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ      小学(4年) 10

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳3007 男子北嶋　尚人    ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾄ     小学(5年) 11

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳3006 男子尾﨑　大翔    ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾄ      小学(5年) 11

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(5年) 11

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳3005 男子北　　遼音    ｷﾀ ﾊﾙﾄ        小学(6年) 12

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

バタフライ　 100m１５～１６歳3004 男子竹中　拓哉    ﾀｹﾅｶ ﾀｸﾔ      高校(1年) 16

バタフライ　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

自由形　　　1500mＣＳ3003 男子久保田一矢    ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾔ     高校(2年) 17

28816：S･ﾊﾟﾃｨｵ         (S･ﾊﾟﾃｨｵ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳3030 女子寺本　咲来    ﾃﾗﾓﾄ ｻｷ       小学(6年) 11

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11

自由形　　　 200mＣＳ3029 女子高谷　海咲    ﾀｶﾔ ﾐｻｷ       高校(3年) 18

自由形　　　 400mＣＳ女子高校(3年) 18

バタフライ　 100m１１～１２歳3028 男子森岡　丈尋    ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ     小学(5年) 11

自由形　　　 200m１１～１２歳3027 男子泉　　結智    ｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ      小学(6年) 12

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

28820：イトマン西宮    (ｲﾄﾏﾝﾆｼﾉﾐ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１０歳以下3037 女子藤井　瑠夏    ﾌｼﾞｲ ﾙﾅ       小学(3年) 9

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下3036 女子高石　小夢    ﾀｶｲｼ ｺﾕﾒ      小学(4年) 10

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳3035 女子長尾　美咲    ﾅｶﾞｵ ﾐｻｷ      小学(5年) 11

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

バタフライ　 100m１１～１２歳3034 女子日下　結奈    ｸｻｶ ﾕｲﾅ       小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳3033 女子衛門　果穂    ｴﾓﾝ ｶﾎ        中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14
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背泳ぎ　　　 100mＣＳ3032 女子山田ひかる    ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ      高校(3年) 18

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳3031 男子山口　遥穂    ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾎ     中学(1年) 13

28822：姫路スポーツ    (ﾋﾒｼﾞｽﾎﾟｰ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下3040 男子吉田　将義    ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ     小学(4年) 10

バタフライ　 100m１１～１２歳3039 男子冨田　壮人    ﾄﾐﾀ ｱｷﾄ       小学(5年) 11

バタフライ　 100m１３～１４歳3038 男子西川　翔己    ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ     中学(1年) 13

28824：コナミ西宮      (ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

3066 女子青木　凛菜    ｱｵｷ ﾘﾝﾅ       小学(3年) 9

3065 女子酒井　柚奈    ｻｶｲ ﾕﾅ        小学(4年) 10

3064 女子指方　心絆    ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ      小学(4年) 10

3063 女子三宅　咲織    ﾐﾔｹ ｻｵﾘ       小学(4年) 10

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳3062 女子名村　心里    ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ       小学(5年) 11

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11

3061 女子西野帆乃花    ﾆｼﾉ ﾎﾉｶ       小学(6年) 12

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳3060 女子川崎　なな    ｶﾜｻｷ ﾅﾅ       小学(6年) 12

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12

3059 女子澤地　　玲    ｻﾜｼﾞ ﾚｲ       小学(6年) 12

3058 女子中路　歩莉    ﾅｶｼﾞ ｱﾕﾘ      小学(6年) 12

3057 女子今井　陽花    ｲﾏｲ ﾊﾙｶ       中学(1年) 13

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳3056 女子木村　陽香    ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ       中学(1年) 13

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(1年) 13

自由形　　　 400m１３～１４歳3055 女子浅尾萌々香    ｱｻｵ ﾓﾓｶ       中学(2年) 14

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(2年) 14

個人メドレー 200m１３～１４歳3054 女子松本　悠里    ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ       中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14

自由形　　　 400mＣＳ3053 女子横田　涼乃    ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ      高校(3年) 18

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(3年) 18

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18

3052 男子吉識　晴道    ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ      小学(4年) 10

3051 男子西河　輝恭    ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ     小学(4年) 10

3050 男子前川　蒼空    ﾏｴｶﾜ ｿﾗ       小学(4年) 10

バタフライ　  50m１０歳以下3049 男子鈴木　悠真    ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ      小学(4年) 10

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10

3048 男子松本　崇弘    ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ     小学(5年) 11

3047 男子上田禮次郎    ｳｴﾀﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ   小学(5年) 11

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳3046 男子吉武伸之助    ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ    小学(6年) 12

バタフライ　 100m１１～１２歳3045 男子前川　大和    ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ      小学(6年) 12

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

バタフライ　 100m１３～１４歳3044 男子山岡　大晟    ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ     中学(2年) 14

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

自由形　　　 200m１５～１６歳3043 男子清水　歩空    ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ     高校(1年) 16

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16
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個人メドレー 400m１５～１６歳3042 男子重塚　　笙    ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ     高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16

自由形　　　1500mＣＳ3041 男子井ノ上昭輝    ｲﾉｳｴ ｼｮｳｷ     高校(3年) 18

自由形　　　 400mＣＳ男子高校(3年) 18

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18

28825：コナミ明石      (ｺﾅﾐｱｶｼ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳3069 男子加門　脩平    ｶﾓﾝ ｼｭｳﾍｲ     小学(6年) 12

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12

自由形　　　 400m１３～１４歳3068 男子藤原　佳己    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ     中学(1年) 13

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(1年) 13

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13

自由形　　　 100m１３～１４歳3067 男子原田　壮大    ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ      中学(2年) 14

28826：ＮＳＩパール    (NSIﾊﾟｰﾙ        )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

個人メドレー 200m１０歳以下3070 男子吉田　祥次    ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ    小学(4年) 10

28829：ＪＳＳ宝塚      (JSSﾀｶﾗﾂﾞ       )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

自由形　　　 200m１５～１６歳3072 男子川越　悠河    ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｶﾞ    高校(1年) 16

平泳ぎ　　　 200mＣＳ3071 男子廣本　　新    ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ      高校(2年) 17

28835：ﾙﾈｻﾝｽ神戸       (ﾙ･ｺｳﾍﾞ         )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

バタフライ　  50m１０歳以下3078 女子前田　叶海    ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾐ      小学(4年) 10

自由形　　　  50m１５～１６歳3077 女子片山　珠里    ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ     中学(3年) 15

自由形　　　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下3076 男子髙橋　健人    ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ      小学(4年) 10

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳3075 男子髙橋　悠斗    ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ      中学(1年) 13

バタフライ　 200m１３～１４歳3074 男子小池　貴之    ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ      中学(2年) 14

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳3073 男子前田　駿太    ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀ     高校(1年) 16

28840：ＮＳＩ          (NSI            )
選手番号 性別氏名 カナ 学年 年齢 クラス区分 距離 種目

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳3085 女子西尾　柚乃    ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ      小学(5年) 11

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11

自由形　　　 200m１３～１４歳3084 女子田村　朱里    ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ       中学(1年) 13

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(1年) 13

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳3083 女子井村　凪瀬    ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ      中学(1年) 13

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13

自由形　　　 400m１５～１６歳3082 女子中嶌　楓花    ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｳｶ     中学(3年) 15

自由形　　　 800mＣＳ女子中学(3年) 15

バタフライ　 200mＣＳ3081 女子湯口　百恵    ﾕｸﾞﾁ ﾓﾓｴ      高校(2年) 17

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳3080 男子村上　汰晟    ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ     高校(1年) 16

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16

自由形　　　 100m１５～１６歳3079 男子長島京志郎    ﾅｶﾞｼﾏ ｷｮｳｼﾛｳ  高校(1年) 16
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