
登録団体別申込種目一覧表

13597
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン東進    
性別: 申込種目: クラス:

塩浦　慎理     ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ         1 男子 自由形   50m

13739
氏名: カナ: 学校:No.:

野村不動産パート
性別: 申込種目: クラス:

長野　凌生     ﾅｶﾞﾉ ﾘｮｳ         1 男子 自由形   50m

2 男子 自由形  100m

13743
氏名: カナ: 学校:No.:

大和ハウス      
性別: 申込種目: クラス:

坂井孝士郎     ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ        1 男子 自由形   50m

13818
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾂｶｻﾄﾞﾙﾌｨﾝ       
性別: 申込種目: クラス:

川根　正大     ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ         1 男子 自由形   50m

2 男子 自由形  100m
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48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大          
性別: 申込種目: クラス:

武蔵　　尚     ﾑｻｼ ｼｮｳ          大学（4）1 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）2 男子 背泳ぎ  200m

遠藤　　光     ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ        大学（4）3 男子 自由形  400m

大学（4）4 男子 自由形 1500m

大武　誠之     ｵｵﾀｹ ﾏｻﾕｷ        大学（4）5 男子 個人メドレー  200m

大学（4）6 男子 個人メドレー  400m

團　　頌太     ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ         大学（4）7 男子 自由形   50m

大学（4）8 男子 バタフライ  100m

古川　皓基     ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ         大学（4）9 男子 自由形  100m

大学（4）10 男子 自由形  200m

澤田　夏樹     ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ         大学（4）11 男子 自由形  200m

大学（4）12 男子 自由形  400m

伊藤　悠杏     ｲﾄｳ ﾕｱﾝ          大学（4）13 男子 自由形  200m

大学（4）14 男子 個人メドレー  200m

遠藤　柊斗     ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ       大学（4）15 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）16 男子 背泳ぎ  200m

井本　一輝     ｲﾓﾄ ｲｯｷ          大学（3）17 男子 自由形  400m

大学（3）18 男子 自由形 1500m

斉藤　堅生     ｻｲﾄｳ ｹﾝｾｲ        大学（3）19 男子 バタフライ  100m

大学（3）20 男子 バタフライ  200m

中杉　勇斗     ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ        大学（3）21 男子 自由形   50m

大学（3）22 男子 自由形  100m

岩崎　幹大     ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ         大学（3）23 男子 個人メドレー  200m

大学（3）24 男子 個人メドレー  400m

幸田　太一     ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ         大学（3）25 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）26 男子 平泳ぎ  200m

古川　裕基     ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ         大学（2）27 男子 自由形  200m

大学（2）28 男子 バタフライ  100m

阿曽慎之介     ｱｿ ｼﾝﾉｽｹ         大学（2）29 男子 個人メドレー  200m

大学（2）30 男子 個人メドレー  400m

山田　悠太     ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ         大学（2）31 男子 バタフライ  100m

大学（2）32 男子 バタフライ  200m

田中　厚吉     ﾀﾅｶ ｱﾂｷ          大学（2）33 男子 自由形   50m

大学（2）34 男子 自由形  100m

山本　聖蓮     ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ         大学（2）35 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）36 男子 平泳ぎ  200m

松川　晟士     ﾏﾂｶﾜ ｾｲｼﾞ        大学（2）37 男子 バタフライ  100m

大学（2）38 男子 バタフライ  200m

矢澤　祥太     ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ        大学（1）39 男子 自由形   50m

大学（1）40 男子 バタフライ  100m

松原　晴太     ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ        大学（1）41 男子 バタフライ  100m

大学（1）42 男子 バタフライ  200m

谷藤　大斗     ﾀﾆﾌｼﾞ ﾔﾏﾄ        大学（1）43 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）44 男子 平泳ぎ  200m

三光　哲平     ｻﾝｺｳ ﾃｯﾍﾟｲ       大学（1）45 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）46 男子 背泳ぎ  200m

赤坂　太成     ｱｶｻｶ ﾀｲｾｲ        大学（1）47 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）48 男子 背泳ぎ  200m

佐藤　晴輝     ｻﾄｳ ﾊﾙｷ          大学（1）49 男子 バタフライ  100m
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登録団体別申込種目一覧表
佐藤　晴輝     ｻﾄｳ ﾊﾙｷ          大学（1）50 男子 バタフライ  200m

小山　陽翔     ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ          大学（1）51 男子 自由形  100m

大学（1）52 男子 自由形  200m

廣橋　諒人     ﾋﾛﾊｼ ｱｷﾄ         大学（1）53 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）54 男子 背泳ぎ  200m

緒方　温菜     ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ         大学（3）55 女子 自由形   50m

大学（3）56 女子 個人メドレー  200m

疋田亜莉菜     ﾋｷﾀﾞ ｱﾘﾅ         大学（2）57 女子 平泳ぎ  100m

大学（2）58 女子 平泳ぎ  200m

池本　凪沙     ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ        大学（2）59 女子 バタフライ  100m

今野凜々香     ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ          大学（2）60 女子 背泳ぎ  200m

大学（2）61 女子 個人メドレー  200m
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48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大          
性別: 申込種目: クラス:

吉田　啓祐     ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ        大学（4）1 男子 自由形  200m

大学（4）2 男子 自由形  400m

眞野　秀成     ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ         大学（4）3 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）4 男子 背泳ぎ  200m

宮本　竜成     ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ       大学（4）5 男子 自由形 1500m

福澤　真平     ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ      大学（4）6 男子 自由形  100m

大学（4）7 男子 自由形  200m

石崎　慶祐     ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ       大学（4）8 男子 自由形  100m

大学（4）9 男子 自由形  200m

藤原　育大     ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ        大学（4）10 男子 自由形   50m

大学（4）11 男子 バタフライ  100m

石川愼之助     ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ       大学（4）12 男子 バタフライ  100m

大学（4）13 男子 バタフライ  200m

吉宇田崚汰     ﾖｼｳﾀﾞ ﾘｮｳﾀ       大学（4）14 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）15 男子 背泳ぎ  200m

高梨　陽太     ﾀｶﾅｼ ﾖｳﾀ         大学（4）16 男子 自由形   50m

大学（4）17 男子 自由形  100m

酒井　陽向     ｻｶｲ ﾋﾅﾀ          大学（4）18 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）19 男子 背泳ぎ  200m

末永　亨馬     ｽｴﾅｶﾞ ﾄｵﾏ        大学（4）20 男子 自由形   50m

山元　悠叶     ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ         大学（4）21 男子 自由形   50m

大学（4）22 男子 自由形  100m

日比　俊吾     ﾋﾋﾞ ｼｭﾝｺﾞ        大学（3）23 男子 自由形 1500m

尼ヶ崎羽龍     ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ      大学（3）24 男子 自由形   50m

大学（3）25 男子 自由形  100m

福田　　樹     ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ         大学（3）26 男子 自由形   50m

大学（3）27 男子 自由形  100m

村田　迅永     ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｴｲ        大学（3）28 男子 自由形   50m

成川　　輝     ﾅﾘｶﾜ ｱｷﾗ         大学（3）29 男子 自由形   50m

大学（3）30 男子 自由形  100m

近江ハリー     ｵｳﾐ ﾊﾘｰ          大学（3）31 男子 自由形   50m

大学（3）32 男子 平泳ぎ  100m

冨田遼太郎     ﾄﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ       大学（3）33 男子 自由形 1500m

藤田　斗優     ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ         大学（3）34 男子 個人メドレー  200m

大学（3）35 男子 個人メドレー  400m

本多　　灯     ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ         大学（3）36 男子 バタフライ  100m

関　　海輝     ｾｷ ﾐﾂｷ           大学（3）37 男子 バタフライ  100m

松尾　琉汰     ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾀ         大学（2）38 男子 バタフライ  100m

大学（2）39 男子 バタフライ  200m

小川　将輝     ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷ         大学（2）40 男子 自由形   50m

大学（2）41 男子 自由形  100m

小鶴　皓大     ｺﾂﾞﾙ ｺｳﾀﾞｲ       大学（2）42 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）43 男子 背泳ぎ  200m

井上　舜喜     ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ        大学（2）44 男子 自由形  100m

大学（2）45 男子 自由形  200m

中林　雄大     ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ     大学（2）46 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）47 男子 平泳ぎ  200m

瀬良　紘太     ｾﾗ ｺｳﾀ           大学（2）48 男子 自由形  400m

大学（2）49 男子 自由形 1500m
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椎橋　遊理     ｼｲﾊﾞｼ ﾕｳﾘ        大学（2）50 男子 自由形   50m

大学（2）51 男子 自由形  100m

中島　庸午     ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺﾞ       大学（2）52 男子 平泳ぎ  100m

伊藤　智裕     ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ         大学（2）53 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）54 男子 背泳ぎ  200m

鈴木　雷真     ｽｽﾞｷ ﾗｲﾏ         大学（2）55 男子 バタフライ  100m

大学（2）56 男子 バタフライ  200m

寺門　弦輝     ﾃﾗｶﾄﾞ ｹﾞﾝｷ       大学（2）57 男子 個人メドレー  200m

大学（2）58 男子 個人メドレー  400m

藤田　大翔     ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ        大学（2）59 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）60 男子 平泳ぎ  200m

石田　竜一     ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ       大学（2）61 男子 平泳ぎ  100m

大学（2）62 男子 平泳ぎ  200m

井上　　颯     ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ         大学（1）63 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）64 男子 平泳ぎ  200m

小方　　颯     ｵｶﾞﾀ ｿｳ          大学（1）65 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）66 男子 バタフライ  200m

嶋村　　航     ｼﾏﾑﾗ ｺｳ          大学（1）67 男子 平泳ぎ  100m

北川　凜生     ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ         大学（1）68 男子 バタフライ  100m

大学（1）69 男子 バタフライ  200m

林　　祥吾     ﾊﾔｼ ｼｮｳｺﾞ        大学（1）70 男子 自由形   50m

大学（1）71 男子 自由形  100m

出口　雄騎     ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ        大学（1）72 男子 平泳ぎ  200m

田中直太朗     ﾀﾅｶ ﾅｵﾀﾛｳ        大学（1）73 男子 自由形   50m

大学（1）74 男子 自由形  100m

柳本　莉空     ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾘｸ        大学（1）75 男子 自由形  400m

大学（1）76 男子 自由形 1500m

豊山　就介     ﾄﾖﾔﾏ ｼｭｳｽｹ       大学（1）77 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）78 男子 平泳ぎ  200m

田中　雄貴     ﾀﾅｶ ﾕｳｷ          大学（1）79 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）80 男子 背泳ぎ  200m

木村　修梧     ｷﾑﾗ ｼｭｳｺﾞ        大学（1）81 男子 自由形  200m

大学（1）82 男子 自由形  400m

尾藤　秀哉     ﾋﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ        大学（1）83 男子 自由形   50m

大学（1）84 男子 自由形  100m

柳本幸之介     ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｺｳﾉｽｹ     大学（1）85 男子 自由形  100m

大学（1）86 男子 自由形  200m

平野　翔一     ﾋﾗﾉ ｼｮｳｲﾁ        大学（1）87 男子 自由形 1500m

勝又　悠起     ｶﾂﾏﾀ ﾊﾙｷ         大学（1）88 男子 個人メドレー  200m

大学（1）89 男子 個人メドレー  400m

濱出　咲哉     ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ         大学（1）90 男子 平泳ぎ  200m

花山　秀義     ﾊﾅﾔﾏ ｼｭｳｷﾞ       大学（1）91 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）92 男子 背泳ぎ  200m

村井　洸太     ﾑﾗｲ ｺｳﾀ          大学（1）93 男子 個人メドレー  200m

大学（1）94 男子 個人メドレー  400m

髙栁　康介     ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｺｳｽｹ      大学（1）95 男子 自由形 1500m

池江璃花子     ｲｹｴ ﾘｶｺ          大学（4）96 女子 自由形  400m

小堀　倭加     ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ          大学（4）97 女子 自由形   50m

松村　多恵     ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ          大学（3）98 女子 自由形   50m

大学（3）99 女子 自由形  100m

髙井美莉衣     ﾀｶｲ ﾐﾘｲ          大学（3）100 女子 自由形  100m
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髙井美莉衣     ﾀｶｲ ﾐﾘｲ          大学（3）101 女子 自由形  200m

山口　美咲     ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ        大学（3）102 女子 平泳ぎ  100m

大学（3）103 女子 平泳ぎ  200m

鯉渕こころ     ｺｲﾌﾞﾁ ｺｺﾛ        大学（2）104 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）105 女子 背泳ぎ  200m

石井　美紗     ｲｼｲ ﾐｻ           大学（2）106 女子 自由形   50m

大学（2）107 女子 バタフライ  100m

安達　　光     ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾘ         大学（2）108 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）109 女子 背泳ぎ  200m

三浦　亜依     ﾐｳﾗ ｱｲ           大学（2）110 女子 背泳ぎ  100m

大学（2）111 女子 背泳ぎ  200m

野村　京桜     ﾉﾑﾗ ｷｮｳｻｸﾗ       大学（2）112 女子 バタフライ  100m

大学（2）113 女子 バタフライ  200m

栗山　百花     ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ         大学（2）114 女子 自由形   50m

大学（2）115 女子 バタフライ  100m

古井丸日菜     ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ          大学（2）116 女子 自由形  200m

大学（2）117 女子 個人メドレー  200m

阿部　恋奈     ｱﾍﾞ ｺｺﾅ          大学（1）118 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）119 女子 平泳ぎ  200m

黒部　和花     ｸﾛﾍﾞ ﾊﾅ          大学（1）120 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）121 女子 平泳ぎ  200m

岡﨑　万智     ｵｶｻﾞｷ ﾏﾁ         大学（1）122 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）123 女子 背泳ぎ  200m

守友　晃子     ﾓﾘﾄﾓ ｱｷｺ         大学（1）124 女子 バタフライ  100m

大学（1）125 女子 バタフライ  200m

山﨑　千瑶     ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖｳ        大学（1）126 女子 自由形   50m

大学（1）127 女子 自由形  100m

池野　紫音     ｲｹﾉ ｼｵﾝ          大学（1）128 女子 個人メドレー  200m

星　萌々花     ﾎｼ ﾓﾓｶ           大学（1）129 女子 平泳ぎ  100m

大学（1）130 女子 平泳ぎ  200m
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