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09533
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ       
性別:

作田　竜哉            ｻｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ                高校（2）1 男子

細澤　知弘            ﾎｿｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ              中学（2）2 男子

石橋　有紗            ｲｼﾊﾞｼ ｱﾘｻ               中学（3）3 女子

11508
氏名: カナ: 学校:No.:

スウィン大宮    
性別:

内藤　良太            ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ               高校（1）1 男子

中田　愛海            ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ                 高校（2）2 女子

11585
氏名: カナ: 学校:No.:

スウィン埼玉    
性別:

安藤　涼太            ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ              中学（3）1 男子

江森　　優            ｴﾓﾘ ﾕｳ                  中学（3）2 女子

鈴木　花菜            ｽｽﾞｷ ｶﾅ                 大学（2）3 女子

11596
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＰＳＣ城西    
性別:

井上　晴幾            ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ                大学（4）1 男子

武内　和也            ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾔ               大学（3）2 男子

小島　佑斗            ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ                高校（2）3 男子

佐藤　利奈            ｻﾄｳ ﾘﾅ                  大学（3）4 女子

山本　明穂            ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ                中学（3）5 女子

12505
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       
性別:

石橋　　翔            ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ               高校（3）1 男子

谷川　　凌            ﾀﾆｶﾜ ﾘｮｳ                高校（2）2 男子

12546
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ幕張
性別:

恩田　　匠 ｵﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ 高校（3）1 男子

佐藤　滉太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 高校（3）2 男子

岩田　裕介 ｲﾜﾀ ﾕｳｽｹ 高校（2）3 男子

馬場　　健 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹｼ 高校（2）4 男子

小保方咲帆 ｵﾎﾞｶﾀ ｻｷﾎ 高校（1）5 男子

13509
氏名: カナ: 学校:No.:

アクラブ調布    
性別:

魚崎　柾秀            ｳｵｻｷ ﾏｻﾋﾃﾞ              中学（3）1 男子

渡部　　力            ﾜﾀﾍﾞ ﾘｷ                 高校（1）2 男子

鈴木　未空            ｽｽﾞｷ ﾐｸ                 中学（3）3 女子

石川　優希            ｲｼｶﾜ ﾕｷ                 中学（1）4 女子

13523
氏名: カナ: 学校:No.:

太陽教育ＳＣ    
性別:

ﾑｸﾀｰﾙｱﾘ               ﾑｸﾀｰﾙ ｱﾘ                高校（1）1 男子

今田　薫乃            ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ                高校（1）2 女子

今野　瑠菜            ｺﾝﾉ ﾙﾅ                  高校（1）3 女子
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13537
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋     
性別:

内田　　航            ｳﾁﾀﾞ ｺｳ                 高校（2）1 男子

土橋　健也            ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝﾔ               高校（2）2 男子

山口　采瑳            ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｲｻ               中学（3）3 女子

13560
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       
性別:

牧野　勇登            ﾏｷﾉ ﾕｳﾄ                 高校（2）1 男子

丸岡　大心            ﾏﾙｵｶ ﾀｲｼﾝ               高校（2）2 男子

堀嶋　　凌            ﾎﾘｼﾏ ﾘｮｳ                高校（1）3 男子

片岡　真菜            ｶﾀｵｶ ﾏﾅ                 高校（3）4 女子

黒岩　美緒            ｸﾛｲﾜ ﾐｵ                 高校（2）5 女子

池江璃花子            ｲｹｴ ﾘｶｺ                 中学（1）6 女子

13694
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       
性別:

小鶴　陸人            ｺﾂﾞﾙ ﾘｸﾄ                高校（3）1 男子

川原　春海            ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ                高校（1）2 男子

久保まりな            ｸﾎﾞ ﾏﾘﾅ                 大学（3）3 女子

14507
氏名: カナ: 学校:No.:

林　水泳教室    
性別:

須田　智博            ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ                大学（4）1 男子

佐野　葉月            ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ                 中学（3）2 女子

河本　海音            ｺｳﾓﾄ ﾐｵ                 高校（1）3 女子

14530
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈中ＳＳ      
性別:

秦　　俊陽            ﾊﾀ ﾄｼｱｷ                 高校（2）1 男子

馬場　航平            ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ               高校（2）2 男子

眞野恵里奈            ﾏﾉ ｴﾘﾅ                  高校（3）3 女子

後藤　里織            ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ                高校（2）4 女子

14573
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜ＹＭＣＡ    
性別:

日野　宏祐            ﾋﾉ ｺｳｽｹ                 中学（3）1 男子

村上　佳輔            ﾑﾗｶﾐ ｹｲｽｹ               高校（2）2 男子

菊谷　　京            ｷｸﾀﾆ ｹｲ                 高校（2）3 女子

14595
氏名: カナ: 学校:No.:

協栄ＭＤ        
性別:

斉藤　晃輝            ｻｲﾄｳ ｺｳｷ                高校（3）1 男子

髙橋　一貴            ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ               高校（2）2 男子

坂田　未歩            ｻｶﾀ ﾐﾎ                  中学（2）3 女子

宮﨑ひな乃            ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ               高校（2）4 女子

14631
氏名: カナ: 学校:No.:

ATSC.YW         
性別:

大場　法隆            ｵｵﾊﾞ ﾉﾘﾀｶ               高校（1）1 男子

野崎　美優            ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ                 高校（3）2 女子

14658
氏名: カナ: 学校:No.:

NECGSC溝の口    
性別:

伊賀崎ひかる          ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ               高校（1）1 女子

2/4 ページ2013年10月20日 21:14:17



FINA/ARENA Swimming World Cup Tokyo 2013登録団体別＿リレーのみ参加者一覧表

25306
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン彦根    
性別:

木川　慶太            ｷｶﾞﾜ ｹｲﾀ                小学（6）1 男子

小田柿昴洋            ｵﾀﾞｶﾞｷ ｺｳﾖｳ             中学（1）2 男子

大久保安純            ｵｵｸﾎﾞ ｱｽﾞﾐ              高校（2）3 女子

48025
氏名: カナ: 学校:No.:

東京大          
性別:

中武　英軌            ﾅｶﾀｹ ﾋﾃﾞｷ               大学（2）1 男子

北村　　渉            ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ                大学（1）2 男子

鈴木　智也            ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ                大学（1）3 男子

宮内菜奈子            ﾐﾔｳﾁ ﾅﾅｺ                大学（2）4 女子

木幡　　愛            ｺﾊﾀ ｱｲ                  大学（1）5 女子

名倉早都季            ﾅｸﾞﾗ ｻﾂｷ                大学（1）6 女子

48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大        
性別:

岡田　哲哉            ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ                大学（4）1 男子

江田　佳子            ｴﾀﾞ ﾖｼｺ                 大学（2）2 女子

福岡夏菜恵            ﾌｸｵｶ ｶﾅｴ                大学（2）3 女子

48041
氏名: カナ: 学校:No.:

青山学院大      
性別:

坂田　貴啓            ｻｶﾀ ﾀｶﾋﾛ                大学（4）1 男子

上野　大樹            ｳｴﾉ ﾀﾞｲｷ                大学（2）2 男子

清水　寛朗            ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ               大学（2）3 男子

伊藤　智景            ｲﾄｳ ﾁｶｹﾞ                大学（1）4 女子

48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大          
性別:

太田　佳吾            ｵｵﾀ ｹｲｺﾞ                大学（2）1 男子

高山　恭佑            ﾀｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ              大学（2）2 男子

坂巻　　遥            ｻｶﾏｷ ﾊﾙｶ                大学（3）3 女子

鎌田　遥佳            ｶﾏﾀ ﾊﾙｶ                 大学（2）4 女子

48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大        
性別:

佐藤　　恋            ｻﾄｳ ﾚﾝ                  大学（3）1 女子

48059
氏名: カナ: 学校:No.:

東海大          
性別:

沖田　浩俊            ｵｷﾀ ﾋﾛﾄｼ                大学（4）1 男子

井上　真綾            ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ                大学（1）2 女子

48075
氏名: カナ: 学校:No.:

順天堂大        
性別:

金井　優里            ｶﾅｲ ﾕﾘ                  大学（4）1 女子

栁館　麻由            ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃ ﾏﾕ              大学（1）2 女子

48203
氏名: カナ: 学校:No.:

桐蔭横浜大      
性別:

関戸　翔矢            ｾｷﾄ ｼｮｳﾔ                大学（3）1 男子

杉村幸次郎            ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ            大学（1）2 男子

坂上　杏奈            ｻｶｳｴ ｱﾝﾅ                大学（2）3 女子

布施谷　唯            ﾌｾﾔ ﾕｲ                  大学（1）4 女子
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49014
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知教育大      
性別:

川端　晃央            ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷｵ               大学（3）1 男子

三好　　達            ﾐﾖｼ ﾀﾂﾙ                 大学（1）2 男子

49032
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟医福大      
性別:

山口　紗季            ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ                大学（3）1 女子

50001
氏名: カナ: 学校:No.:

大阪体育大
性別:

栗山真由香            ｸﾘﾔﾏ ﾏﾕｶ                大学（2）1 女子

松本　　悠            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ                大学（1）2 女子

51007
氏名: カナ: 学校:No.:

岡山大
性別:

上西　穂高            ｳｴﾆｼ ﾎﾀﾞｶ               大学（2）1 男子

内海　壮一            ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ               大学（1）2 男子

池田　早希            ｲｹﾀﾞ ｻｷ                 大学（3）3 女子

則正茉奈果            ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ                大学（1）4 女子
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