
登録団体別申込種目一覧表

13233
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田実業      
性別: 申込種目: クラス:

大木凛太郎     ｵｵｷ ﾘﾝﾀﾛｳ        高校（2）1 男子 平泳ぎ  100m

林　　涼太     ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ         高校（2）2 男子 平泳ぎ  100m

中垣内琉生     ﾅｶｶﾞｲﾁ ﾘｭｳｾｲ     高校（2）3 男子 平泳ぎ  100m

深澤　賀集     ﾌｶｻﾞﾜ ｶﾞｼｭｳ      高校（2）4 男子 自由形  100m

山田　陸隼     ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸﾄ         高校（1）5 男子 背泳ぎ  100m

13519
氏名: カナ: 学校:No.:

スウィンSS      
性別: 申込種目: クラス:

古賀　淳也     ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ        1 男子 自由形   50m

2 男子 自由形  100m

13635
氏名: カナ: 学校:No.:

USM             
性別: 申込種目: クラス:

渡部香生子     ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ        1 女子 平泳ぎ  100m

2 女子 個人メドレー  200m

13697
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｋ Ｅ Ｉ Ｏ     
性別: 申込種目: クラス:

梅本　雅之     ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾕｷ        1 男子 バタフライ  200m
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登録団体別申込種目一覧表

14037
氏名: カナ: 学校:No.:

慶応            
性別: 申込種目: クラス:

丸山　康生     ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｾｲ        高校（3）1 男子 個人メドレー  200m

久保　　光     ｸﾎﾞ ﾋｶﾙ          高校（3）2 男子 個人メドレー  200m

勝又　　慶     ｶﾂﾏﾀ ｹｲ          高校（3）3 男子 バタフライ  100m

宮下　　駿     ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ         高校（3）4 男子 自由形  200m

秋山　凌雅     ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ       高校（3）5 男子 背泳ぎ  100m

堀本聖一郎     ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ      高校（2）6 男子 自由形  200m

山田　亜嵐     ﾔﾏﾀﾞ ｱﾗﾝ         高校（2）7 男子 自由形  100m

黒田　大介     ｸﾛﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ       高校（2）8 男子 平泳ぎ  100m

伊勢　空翔     ｲｾ ﾀｶﾄ           高校（2）9 男子 自由形  100m

本橋　晴夢     ﾓﾄﾊｼ ﾊﾙﾑ         高校（2）10 男子 平泳ぎ  100m

小見山侃大     ｺﾐﾔﾏ ｶﾝｷ         高校（2）11 男子 バタフライ  100m

中島　大悟     ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ      高校（2）12 男子 自由形  200m

鳴島　礼朗     ﾅﾙｼﾏ ﾚｵ          高校（1）13 男子 個人メドレー  200m

大幸　寛知     ﾀﾞｲｺｳ ｶﾝｼﾞ       高校（1）14 男子 平泳ぎ  100m

小川　　輝     ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ         高校（1）15 男子 バタフライ  100m

辻　　真生     ﾂｼﾞ ﾏｲｸ          高校（1）16 男子 自由形  200m

14152
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應湘南藤沢    
性別: 申込種目: クラス:

近藤　天真     ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾝﾏ        高校（3）1 男子 自由形  100m

松岡　　漱     ﾏﾂｵｶ ｿｳ          高校（2）2 男子 背泳ぎ  100m

坊岡　玲眞     ﾎﾞｳｵｶ ﾚｲﾏ        高校（2）3 男子 バタフライ  100m

高校（2）4 男子 個人メドレー  200m

内野　　隼     ｳﾁﾉ ﾊﾔﾄ          高校（2）5 男子 自由形  100m

山口　璃久     ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ         高校（1）6 男子 平泳ぎ  100m
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48023
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應義塾大      
性別: 申込種目: クラス:

コーツリアム   ｺｰﾂ ﾘｱﾑ          大学（4）1 男子 自由形   50m

大学（4）2 男子 バタフライ  100m

村上幸汰朗     ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ       大学（4）3 男子 自由形   50m

大学（4）4 男子 自由形  100m

今西　慶太     ｲﾏﾆｼ ｹｲﾀ         大学（4）5 男子 自由形  100m

大学（4）6 男子 自由形  200m

冨士大早輔     ﾌｼﾞﾀﾞｲ ｻｽｹ       大学（4）7 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）8 男子 平泳ぎ  200m

丸山　斗夢     ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾑ          大学（4）9 男子 背泳ぎ  100m

大学（4）10 男子 背泳ぎ  200m

深沢　大和     ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ         大学（4）11 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）12 男子 平泳ぎ  200m

長澤　龍汰     ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ       大学（4）13 男子 自由形   50m

大学（4）14 男子 自由形  100m

佐藤　翔馬     ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ         大学（3）15 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）16 男子 平泳ぎ  200m

鈴木　孝輔     ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ        大学（4）17 男子 自由形   50m

大学（4）18 男子 自由形  100m

奥山丈太郎     ｵｸﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ     大学（3）19 男子 自由形   50m

大学（3）20 男子 自由形  100m

磯田　　陸     ｲｿﾀﾞ ﾘｸ          大学（3）21 男子 自由形   50m

大学（3）22 男子 自由形  100m

木根　景人     ｷﾉﾈ ｱｷﾄ          大学（3）23 男子 自由形  400m

大学（3）24 男子 自由形 1500m

田村　秀章     ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ        大学（3）25 男子 バタフライ  100m

大学（3）26 男子 バタフライ  200m

由良弘ニ朗     ﾕﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ        大学（2）27 男子 バタフライ  200m

中野　功大     ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ        大学（2）28 男子 個人メドレー  200m

川西　和真     ｶﾜﾆｼ ｶｽﾞﾏ        大学（2）29 男子 自由形  100m

大学（2）30 男子 バタフライ  100m

鈴木　基心     ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ         大学（2）31 男子 自由形   50m

大学（2）32 男子 自由形  100m

荻野竜之介     ｵｷﾞﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ      大学（2）33 男子 自由形   50m

足立　　開     ｱﾀﾞﾁ ｶｲ          大学（2）34 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）35 男子 背泳ぎ  200m

高橋　英祐     ﾀｶﾊｼ ｴｲｽｹ        大学（1）36 男子 自由形  100m

髙橋　尚大     ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾋﾛ        大学（2）37 男子 自由形  100m

大学（2）38 男子 バタフライ  100m

山中　翔太     ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ        大学（2）39 男子 自由形  400m

大学（2）40 男子 自由形 1500m

橋本　裕大     ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ         大学（2）41 男子 自由形   50m

藤永　直透     ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾅｵﾕｷ      大学（2）42 男子 自由形   50m

大学（2）43 男子 自由形  100m

甘糟輝一郎     ｱﾏｶｽ ｺｳｲﾁﾛｳ      大学（1）44 男子 自由形   50m

木下　裕太     ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀ         大学（1）45 男子 個人メドレー  200m

菊池　幹大     ｷｸﾁ ｶﾝﾀ          大学（1）46 男子 バタフライ  200m

大学（1）47 男子 個人メドレー  200m

栗栖　菜々     ｸﾘｽ ﾅﾅ           大学（4）48 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）49 女子 平泳ぎ  200m
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中村　マヤ     ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ          大学（3）50 女子 自由形   50m

大学（3）51 女子 自由形  100m

菅波　夏希     ｽｶﾞﾅﾐ ﾅﾂｷ        大学（3）52 女子 背泳ぎ  100m

菅野菜々子     ｶﾝﾉ ﾅﾅｺ          大学（3）53 女子 自由形   50m

妻井　眞音     ﾂﾏｲ ﾏﾉﾝ          大学（1）54 女子 自由形  100m

大学（1）55 女子 自由形  200m

豊田　聖華     ﾄﾖﾀﾞ ｾｲｶ         大学（2）56 女子 自由形   50m

大学（2）57 女子 自由形  100m
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登録団体別申込種目一覧表

48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大        
性別: 申込種目: クラス:

武井凜太郎     ﾀｹｲ ﾘﾝﾀﾛｳ        大学（4）1 男子 自由形 1500m

簔田　圭太     ﾐﾉﾀﾞ ｹｲﾀ         大学（4）2 男子 自由形  200m

浅野　　健     ｱｻﾉ ｹﾝ           大学（4）3 男子 バタフライ  100m

大学（4）4 男子 バタフライ  200m

平河　　楓     ﾋﾗｶﾜ ｶｴﾃﾞ        大学（4）5 男子 平泳ぎ  100m

大学（4）6 男子 平泳ぎ  200m

峯野　友輔     ﾐﾈﾉ ﾕｳｽｹ         大学（4）7 男子 バタフライ  100m

大学（4）8 男子 バタフライ  200m

今野　太介     ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ         大学（4）9 男子 自由形   50m

大学（4）10 男子 自由形  100m

白石　崇大     ｼﾗｲｼ ﾀｶﾋﾛ        大学（4）11 男子 平泳ぎ  200m

大学（4）12 男子 個人メドレー  200m

田中　大寛     ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ         大学（3）13 男子 自由形  100m

大学（3）14 男子 自由形  200m

米山　　毅     ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ         大学（3）15 男子 背泳ぎ  100m

大学（3）16 男子 背泳ぎ  200m

菅野　　遼     ｶﾝﾉ ﾘｮｳ          大学（3）17 男子 自由形   50m

大学（3）18 男子 自由形  100m

須田　悠介     ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ         大学（3）19 男子 自由形   50m

大学（3）20 男子 自由形  100m

田丸　敬也     ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ          大学（3）21 男子 平泳ぎ  100m

大学（3）22 男子 個人メドレー  200m

山本　拓武     ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ         大学（2）23 男子 バタフライ  100m

大学（2）24 男子 バタフライ  200m

長牛　太佑     ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ      大学（2）25 男子 自由形  400m

大学（2）26 男子 個人メドレー  200m

金星　洋将     ｶﾅﾎﾞｼ ﾖｳｽｹ       大学（2）27 男子 自由形 1500m

金　　直輝     ｺﾝ ﾅｵｷ           大学（2）28 男子 バタフライ  100m

大学（2）29 男子 バタフライ  200m

村上賢之慎     ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾉｼﾝ       大学（2）30 男子 背泳ぎ  100m

大学（2）31 男子 背泳ぎ  200m

松田　藍青     ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｾｲ        大学（1）32 男子 平泳ぎ  100m

大学（1）33 男子 平泳ぎ  200m

原　　空輝     ﾊﾗ ﾀｶｷ           大学（1）34 男子 自由形  100m

大学（1）35 男子 自由形  200m

村上　汰晟     ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ        大学（1）36 男子 背泳ぎ  100m

大学（1）37 男子 背泳ぎ  200m

林　　大輝     ﾊﾔｼ ﾀｲｷ          大学（1）38 男子 自由形  200m

大学（1）39 男子 自由形  400m

松浦優美奈     ﾏﾂｳﾗ ﾕﾐﾅ         大学（4）40 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）41 女子 平泳ぎ  200m

浅羽　　栞     ｱｻﾊﾞ ｼｵﾘ         大学（4）42 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）43 女子 平泳ぎ  200m

中道　穂香     ﾅｶﾐﾁ ﾎﾉｶ         大学（4）44 女子 自由形  400m

大学（4）45 女子 背泳ぎ  100m

斎藤　千紘     ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ         大学（4）46 女子 平泳ぎ  100m

大学（4）47 女子 個人メドレー  200m

佐々木杏奈     ｻｻｷ ｱﾝﾅ          大学（4）48 女子 自由形  100m

大学（4）49 女子 バタフライ  100m
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今牧まりあ     ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ         大学（3）50 女子 自由形   50m

大学（3）51 女子 自由形  100m

松本　信歩     ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ          大学（2）52 女子 自由形   50m

大学（2）53 女子 個人メドレー  200m

小原　天寧     ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ         大学（2）54 女子 自由形  200m

大学（2）55 女子 自由形  400m

木崎　京香     ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ        大学（1）56 女子 背泳ぎ  200m

大学（1）57 女子 個人メドレー  200m

船越　彩椰     ﾌﾅｺｼ ｻﾔ          大学（1）58 女子 バタフライ  100m

大学（1）59 女子 個人メドレー  200m

亀井　涼子     ｶﾒｲ ﾘｮｳｺ         大学（1）60 女子 背泳ぎ  100m

大学（1）61 女子 背泳ぎ  200m

6/6 ページ2022年6月24日 22:36:17


