
登録団体別申込一覧 第45回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

01：北海道

01132：コナミ新札幌    (ｺﾅﾐｼﾝｻﾂ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形  50m１５～１６歳1 男子中学(3年) 15                  23.68黒田　一瑳(ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｻ)

自由形 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                  50.74

自由形 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15                1:54.15

01135：JF帯広          (JOYFIT         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳3 男子小学(6年) 12                  28.59磯村　克之(ｲｿﾑﾗ ｶﾂﾕｷ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12                2:22.16

自由形　　　  50m１３～１４歳2 男子中学(3年) 14                  24.80箱崎　光希(ﾊｺｻﾞｷ ｺｳｷ)

01136：ｲﾄﾏﾝ札幌麻生    (ｲﾄﾏﾝｱｻﾌﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳8 女子小学(6年) 11                2:09.96成田　光来(ﾅﾘﾀ ﾐｸ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11                1:00.46

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 11                  27.64

7 男子小学(5年) 11               須田　真斗(ｽﾀﾞ ﾏﾅﾄ)

6 男子小学(6年) 12               野口正太郎(ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳5 男子小学(6年) 12                  32.85沢田虎之介(ｻﾜﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ)

自由形　　　  50m１１～１２歳4 男子中学(1年) 12                  26.04柴田　匠嘉(ｼﾊﾞﾀ ﾅﾙｶ)

01141：ＪＳＳあい里    (JSSｱｲﾉｻﾄ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳10 男子小学(6年) 12                  27.95武藤　陽向(ﾑﾄｳ ﾋﾅﾀ)

バタフライ　 100m１５～１６歳9 男子高校(1年) 16                  55.13河野　通虎(ｺｳﾉ ﾐﾁﾄﾗ)

バタフライ　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16                2:02.38

01148：ＪＳＳ清田      (JSSｷﾖﾀ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下13 女子小学(4年) 9                  37.78大友　凜音(ｵｵﾄﾓ ﾘﾉﾝ)

個人メドレー 200m１１～１２歳12 女子小学(5年) 11                2:25.08工藤　心愛(ｸﾄﾞｳ ｺｱ)

自由形　　　  50m１５～１６歳11 男子中学(3年) 15                  24.35伊藤　瑠飛(ｲﾄｳ ﾙｷﾄ)

01149：アブロス日新    (A.ﾆｯｼﾝ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳14 男子中学(1年) 12                  26.23堀　稜一郎(ﾎﾘ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ)

01150：ＳＡソシア      (SAｿｼｱ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳16 男子中学(1年) 12                  28.82鈴木　涼太(ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ)

自由形　　　 200m１５～１６歳15 男子高校(1年) 16                1:51.29伊部　颯人(ｲﾍﾞ ﾊﾔﾄ)

01152：ＪＳＳ江別      (JSSｴﾍﾞﾂ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１５～１６歳19 女子高校(1年) 15                1:01.84福井　小遥(ﾌｸｲ ｺﾊﾙ)

自由形　　　  50m１３～１４歳18 男子中学(2年) 14                  24.45大家　士延(ｵｵﾔ ｼｴﾝ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳17 男子中学(3年) 14                2:06.82清水　俊希(ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ)
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01153：イトマン函館    (ｲﾄﾏﾝﾊｺﾀﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１５～１６歳20 女子高校(2年) 16                  57.18吉田　琴音(ﾖｼﾀﾞ ｺﾄﾈ)

01163：ＪＳＳ岩見沢    (JSSｲﾜﾐｻﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100mＣＳ23 女子高校(3年) 18                  56.88木村　花奏(ｷﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ)

自由形　　　  50mＣＳ女子高校(3年) 18                  26.27

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳22 男子中学(3年) 14                2:19.36谷本　寛太(ﾀﾆﾓﾄ ｶﾝﾀ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:06.48

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳21 男子高校(2年) 16                1:55.08諏訪　遥希(ｽﾜ ﾊﾙｷ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  50.19

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  53.25

01168：ＪＳＳ登別      (JSSﾉﾎﾞﾘ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下25 女子小学(5年) 10                  33.49山本　羽純(ﾔﾏﾓﾄ ﾊｽﾐ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳24 女子高校(1年) 16                1:01.77山本　咲幸(ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕｷ)

01187：ｲﾄﾏﾝ宮の森      (ｲﾄ･ﾐﾔﾉﾓﾘ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳33 女子小学(5年) 11                  27.50久保　心春(ｸﾎﾞ ｺﾊﾙ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11                  34.43

自由形　　　 200m１１～１２歳32 女子小学(5年) 11                2:07.73佐藤　紗希(ｻﾄｳ ｻｷ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(5年) 11                2:22.42

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(5年) 11                  59.89

31 男子小学(6年) 12               中川　昂優(ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾏｻ)

30 男子小学(6年) 12               伊藤　正宗(ｲﾄｳ ﾏｻﾑﾈ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳29 男子小学(6年) 12                  30.06野村　和輝(ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｷ)

28 男子小学(6年) 12               杉目　聖虎(ｽｷﾞﾒ ｷﾖﾄﾗ)

自由形　　　 100m１１～１２歳27 男子中学(1年) 12                  56.38政田　優仁(ﾏｻﾀﾞ ﾕｳﾄ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.18

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:02.61

背泳ぎ　　　 200mＣＳ26 男子高校(2年) 17                1:59.18大橋　遙人(ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾄ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17                  57.45

01189：Ｚｉｐ平岸      (Zipﾋﾗｷﾞｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下34 男子小学(5年) 10                2:35.07小玉　隼大(ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝﾀ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  32.04

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  28.10

01191：ＳＡ月寒        (SAﾂｷｻﾑ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１１～１２歳37 女子中学(1年) 12                2:22.87木村　真悠(ｷﾑﾗ ﾏﾕ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳36 男子高校(1年) 15                2:06.84渡辺　瑞樹(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ35 男子高校(3年) 18                  59.83井口　大希(ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18                2:10.74
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01194：ｲﾄﾏﾝ札幌北口    (ｲﾄﾏﾝｷﾀｸﾁ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳44 女子中学(1年) 12                  27.83大石沙也加(ｵｵｲｼ ｻﾔｶ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.18

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:04.36

43 女子中学(1年) 12               綿谷　心和(ﾜﾀﾔ ﾐﾜ)

自由形　　　  50m１１～１２歳42 女子中学(1年) 12                  27.78若月みなみ(ﾜｶﾂｷ ﾐﾅﾐ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:00.17

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.54

自由形　　　  50m１１～１２歳41 女子中学(1年) 12                  27.61五十嵐陽里(ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾘ)

40 女子中学(1年) 12               澤田ゆり乃(ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘﾉ)

自由形　　　  50m１３～１４歳39 女子中学(2年) 14                  27.15玉村　陽葵(ﾀﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ38 女子高校(2年) 17 札幌大谷高校 1:10.68川井　愛奈(ｶﾜｲ ﾏﾅ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17 札幌大谷高校 2:30.43

01218：ＳＡシーナ      (SAｼｰﾅ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１５～１６歳45 女子中学(3年) 15                  56.73千葉くらら(ﾁﾊﾞ ｸﾗﾗ)

01227：スコーレ千歳    (ｽｺｰﾚﾁﾄｾ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

51 女子小学(6年) 11               酒井　桃花(ｻｶｲ ﾓﾓｶ)

50 女子小学(6年) 11               石黒梨恵奈(ｲｼｸﾞﾛ ﾘｴﾅ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳49 女子中学(1年) 12                  35.35吉本　　想(ﾖｼﾓﾄ ｿｳ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:14.31

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.90

自由形　　　  50m１１～１２歳48 女子中学(1年) 12                  27.65黒崎　ゆら(ｸﾛｻｷ ﾕﾗ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:00.72

自由形　　　  50m１３～１４歳47 女子中学(2年) 14                  27.35春日　　桜(ｶｽｶﾞ ｻｸﾗ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳46 男子中学(2年) 13                2:11.52森本　将太(ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀ)

01229：ｱﾌﾞﾛｽ沼ノ端     (A.ﾇﾏﾉﾊﾀ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200m１３～１４歳52 男子中学(3年) 14                2:04.82野村　遥希(ﾉﾑﾗ ﾊﾙｷ)

02：青  森

02015：八戸工大一高    (ｺｳﾀﾞｲｲﾁｺｳ      )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200mＣＳ54 女子高校(2年) 17 ウイング八戸 2:01.55山村　碧姫(ﾔﾏﾑﾗ ｱｵｲ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ53 男子高校(3年) 17 ヤクルト八戸 2:11.85林崎　　隼(ﾊﾔｼｻﾞｷ ｼｭﾝ)

02500：青森ヤクルト    (ｱｵﾓﾘﾔｸﾙﾄ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳55 男子小学(6年) 11                2:07.19成田宗士楼(ﾅﾘﾀ ｿｳｼﾞﾛｳ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 11                  26.88

02505：ウイング八戸    (ｳｲﾝｸﾞﾊﾁﾉﾍ      )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１１～１２歳59 女子中学(1年) 12                1:02.45類家　美紅(ﾙｲｹ ﾐｸ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  28.15
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個人メドレー 200m１１～１２歳59 女子中学(1年) 12                2:19.81類家　美紅(ﾙｲｹ ﾐｸ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳58 女子中学(1年) 12                1:05.07古川友莉菜(ﾌﾙｶﾜ ﾕﾘﾅ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:24.16

自由形　　　  50m１３～１４歳57 女子中学(1年) 13                  26.65佐々木珠南(ｻｻｷ ｼｭﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13                1:09.39

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13                2:13.86

自由形　　　 200m１１～１２歳56 男子小学(6年) 12                2:01.37石田紘一朗(ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  26.24

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  56.32

02506：ヤクルト東      (ﾔｸﾙﾄﾋｶﾞｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下63 男子小学(5年) 10                  33.59千葉　崇舜(ﾁﾊﾞ ｿｳｼｭﾝ)

バタフライ　  50m１０歳以下62 男子小学(5年) 10                  30.42野澤　有真(ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾏ)

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:36.45

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  28.40

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳61 男子小学(6年) 12                  32.82三橋響之友(ﾐﾂﾊｼ ｷｮｳﾉｽｹ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ60 男子高校(3年) 18                  55.30木村　竜太(ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾀ)

02516：ウイング弘前    (ｳｲﾝｸﾞﾋﾛｻｷ      )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳65 男子中学(1年) 12                2:05.67山田　遥空(ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｸ)

自由形　　　 100m１３～１４歳64 男子中学(3年) 14                  54.61佐藤　瑠威(ｻﾄｳ ﾙｲ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  57.04

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:06.54

03：岩  手

03500：ＪＳＳ盛岡      (JSSﾓﾘｵｶ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳67 男子中学(1年) 12                  31.26駒林　皇輝(ｺﾏﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.68

背泳ぎ　　　 200mＣＳ66 男子高校(3年) 17 盛岡北高校 2:00.68吉田修一朗(ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17 盛岡北高校   55.18

03503：花巻ＳＦ        (ﾊﾅﾏｷSF         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下69 男子小学(5年) 10                  33.80蛯名　勝絆(ｴﾋﾞﾅ ｶﾂｷ)

自由形　　　 400m１３～１４歳68 男子中学(3年) 14                4:04.32大畠恵史朗(ｵｵﾊﾀ ｹｲｼﾛｳ)

03504：ＪＳＳ北上      (JSSｷﾀｶﾐ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳71 女子高校(1年) 15                  26.42和賀　　結(ﾜｶﾞ ﾕｲ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 15                  56.83

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15                2:01.32

自由形　　　 100m１３～１４歳70 男子中学(3年) 14                  52.82波多野優大(ﾊﾀﾉ ﾕｳﾀﾞｲ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  58.69

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:04.95

03509：ＳＡ一関        (SAｲﾁﾉｾｷ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下75 女子小学(5年) 10                  33.42岩渕　朱里(ｲﾜﾌﾞﾁ ｱｶﾘ)
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平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳74 女子中学(2年) 13                2:33.32菊池　桃和(ｷｸﾁ ﾓﾓｶ)

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(2年) 13                4:58.52

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳73 男子中学(1年) 12                  32.87菅原　康生(ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｾｲ)

個人メドレー 400m１３～１４歳72 男子中学(2年) 14                4:32.88瀧澤　裕成(ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:07.67

03512：二戸ＳＳ        (ﾆﾉﾍSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳76 男子中学(1年) 12                  27.71平中　暖真(ﾀｲﾅｶ ﾊﾙﾏ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:02.83

03538：福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC    (ﾌｸｵｶMSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳79 女子中学(3年) 14                1:10.56三浦　愛莉(ﾐｳﾗ ｱｲﾘ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:32.90

平泳ぎ　　　 100mＣＳ78 女子高校(3年) 17                1:11.23千葉　彩佳(ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:32.99

バタフライ　 100m１５～１６歳77 男子高校(2年) 16                  55.26酒井健太郎(ｻｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ)

04：宮  城

04211：東北            (ﾄｳﾎｸ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳81 女子高校(2年) 16                2:10.11高橋　　翼(ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                1:01.78

自由形　　　  50m１５～１６歳80 男子高校(2年) 16                  23.52曲山　海惟(ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ｶｲ)

04303：ﾙﾈｻﾝｽ長町南(ﾙ･ﾅｶﾞﾏﾁ)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳84 女子高校(1年) 16 東北高校 2:13.59森崎安加里(ﾓﾘｻｷ ｱｶﾘ)

バタフライ　 100m１３～１４歳83 男子中学(2年) 14                  57.20伊藤　朝陽(ｲﾄｳ ｱｻﾋ)

自由形　　　  50mＣＳ82 男子高校(3年) 18 東北学院   23.83高橋康太朗(ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ)

04307：ｾﾝﾄﾗﾙ泉中央     (CSｲｽﾞﾐ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ86 女子高校(3年) 17 東北高校 1:00.48渡辺　　杏(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ)

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 17 東北高校 2:12.77

バタフライ　 100mＣＳ85 女子高校(3年) 18 仙台二華 1:00.91高橋　実花(ﾀｶﾊｼ ﾐｶ)

04308：ＪＳＳ仙台      (JSSｾﾝﾀﾞｲ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳87 男子中学(2年) 13                2:19.49河邊　龍斗(ｶﾜﾍﾞ ﾘｭｳﾄ)

04309：ＪＳＳ南光台    (JSSﾅﾝｺｳ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下90 女子小学(5年) 10                  29.61髙橋　楓羅(ﾀｶﾊｼ ﾌｳﾗ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  33.53

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.36

個人メドレー 200m１０歳以下89 男子小学(5年) 10                2:36.53岩島　聡希(ｲﾜｼﾏ ｿｳｷ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳88 男子中学(1年) 12                1:04.86谷川　侑弥(ﾀﾆｶﾜ ﾕｳﾔ)
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04311：イトマン向山    (ｲﾄﾏﾝﾑｶｲ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳92 女子中学(2年) 14                1:03.79小山　七海(ｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ)

自由形　　　 200m１５～１６歳91 男子高校(1年) 16 東北高校 1:50.50佐藤竜之介(ｻﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16 東北高校 2:02.57

04314：ピュア仙南      (ﾋﾟｭｱｾﾝﾅﾝ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳93 男子中学(3年) 14                  57.55戸田　翔太(ﾄﾀﾞ ｼｮｳﾀ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:07.00

04317：アシスト        (ｱｼｽﾄ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳96 女子中学(2年) 14                2:16.20堀田　杏奈(ﾎｯﾀ ｱﾝﾅ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳95 男子中学(3年) 14                  58.08西田　煌貴(ﾆｼﾀﾞ ｺｳｷ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:05.23

個人メドレー 400mＣＳ94 男子高校(2年) 17                4:18.27後藤　太獅(ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼ)

04325：ピュア大和      (ﾋﾟｭｱﾀｲﾜ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳97 女子中学(1年) 12                  27.34上園　真穂(ｶﾐｿﾞﾉ ﾏﾎ)

04334：ピュア古川      (ﾋﾟｭｱﾌﾙｶﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳98 女子中学(2年) 14                  26.90佐藤　涼帆(ｻﾄｳ ｽｽﾞﾎ)

04619：CSｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ       (CSｸﾞﾗﾝﾃﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳99 男子高校(1年) 15 東北高校   24.34阿部　宏祐(ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ)

05：秋  田

05113：大館桂桜高校    (ｵｵﾀﾞﾃｹｲｵ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳100 男子高校(2年) 16                  24.34渡邊　佑真(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  52.64

05200：ｻﾝﾌﾙﾄSC         (ｻﾝﾌﾙﾄSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳102 男子小学(6年) 12                  30.46三熊　颯太(ﾐｸﾏ ｿｳﾀ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:06.25

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳101 男子高校(1年) 16                  58.40白鳥　航生(ｼﾗﾄﾘ ｺｳｾｲ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16                2:05.53

05400：秋田ＡＣ        (ｱｷﾀAC          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

106 男子中学(2年) 13               伊藤　竜弥(ｲﾄｳ ﾘｭｳﾔ)

105 男子中学(2年) 13               伊藤　　碧(ｲﾄｳ ｱｵ)

104 男子中学(2年) 13               近藤　テオ(ｺﾝﾄﾞｳ ﾃｵ)

103 男子中学(2年) 14               五十嵐　陽(ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙ)
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05403：ｾﾝﾄﾗﾙ秋田       (ｾﾝﾄﾗﾙｱｷﾀ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳107 女子高校(1年) 15 秋田北高校   25.54髙橋　　凛(ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 15 秋田北高校   55.44

05408：ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ        (ｽｲﾑﾏｲﾗｲﾌ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳108 女子中学(2年) 13                  27.32村田　愛加(ﾑﾗﾀ ﾏﾅｶ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                  58.93

05700：秋田ＡＣ大曲    (ACｵｵﾏｶﾞﾘ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下109 女子小学(5年) 10                  34.64菊地　　心(ｷｸﾁ ｺｺﾛ)

06：山  形

06010：日大山形        (ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳110 男子高校(2年) 16                2:17.61佐藤　　陽(ｻﾄｳ ﾊﾙ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                1:04.46

06031：山形ＳＣ        (ﾔﾏｶﾞﾀSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳111 男子高校(1年) 15                2:17.56伊藤　大輝(ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ)

06033：鶴岡ＳＣ        (ﾂﾙｵｶSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200mＣＳ112 男子高校(2年) 17                1:49.81佐藤　隆晴(ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ)

06034：酒田水泳教室    (ｻｶﾀｽｲｷｮｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 400m１５～１６歳113 男子高校(1年) 16                4:00.99工藤　岳斗(ｸﾄﾞｳ ｶﾞｸﾄ)

06035：ＫＳＧ東北      (KSGﾄｳﾎｸ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳115 女子中学(2年) 13                  27.15髙橋　茉優(ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳114 男子小学(6年) 12                  30.10佐藤　陽介(ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:04.53

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12                2:19.41

06040：山形ＤＣ        (ﾔﾏｶﾞﾀDC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳116 女子中学(3年) 14                1:04.15長岡　海涼(ﾅｶﾞｵｶ ﾐｽｽﾞ)

06076：ｾﾝﾄﾗﾙ東根       (ｾﾝﾄﾗﾙﾋｶﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下118 女子小学(5年) 10                  30.28大山　咲希(ｵｵﾔﾏ ｻｷ)

自由形　　　  50m１０歳以下117 男子小学(5年) 10                  29.70小室　　煌(ｺﾑﾛ ﾋｶﾙ)

06080：グートＳＣ      (ｸﾞｰﾄSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳119 男子中学(3年) 14                2:08.15荒木　脩汰(ｱﾗｷ ｼｭｳﾀ)
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07：福  島

07802：郡山インター    (ｺｵﾘﾔﾏｲﾝﾀ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１５～１６歳122 女子高校(2年) 16                  56.98原田　光羽(ﾊﾗﾀ ﾐﾊﾈ)

バタフライ　 200m１３～１４歳121 男子中学(2年) 14                2:06.56松浦　璃久(ﾏﾂｳﾗ ﾘｸ)

自由形　　　  50m１３～１４歳120 男子中学(3年) 14                  24.50石川　遼弥(ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  53.89

07803：SW大教郡山      (SWｺｵﾘﾔﾏ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下124 女子小学(5年) 10                  32.72和知　愛純(ﾜﾁ ｱｽﾞﾐ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳123 男子中学(3年) 15                2:02.16渡部　竣也(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15                2:03.91

07804：日新館ＳＳ      (ﾆｯｼﾝｶﾝSS       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳125 男子中学(2年) 14                  57.86内藤龍一竜(ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳﾘｭｳ)

07805：会津インター    (ｱｲﾂﾞｲﾝﾀｰ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳126 女子中学(3年) 14                1:11.84武田　璃子(ﾀｹﾀﾞ ﾘｺ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:35.54

07808：郡山南ｲﾝﾀｰ      (ｺｵﾘﾔﾏﾐﾅﾐ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳127 男子中学(2年) 14                2:06.29水戸　煌稀(ﾐﾄ ｺｳｷ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:10.52

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14                4:38.16

07816：SW大教二本松    (SWﾆﾎﾝﾏﾂ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳129 女子中学(3年) 14                  27.27齋藤　理子(ｻｲﾄｳ ﾘｺ)

バタフライ　 200m１５～１６歳128 男子高校(1年) 15 福島成蹊 2:04.09井川　龍心(ｲｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾝ)

07822：SW大教いわき    (SWｲﾜｷ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳130 男子中学(1年) 12                  29.80久田　直希(ﾋｻﾀ ﾅｵｷ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.60

07827：ＳＡ相馬        (SAｿｳﾏ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳131 男子中学(3年) 14                  57.52伊藤　優希(ｲﾄｳ ﾕｳｷ)

07828：SW大教小名浜    (SWｵﾅﾊﾏ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下133 女子小学(5年) 10                  29.66國井　絆心(ｸﾆｲ ｷｺ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  37.53

バタフライ　 100m１５～１６歳132 女子高校(1年) 16                1:01.56井上　葵陽(ｲﾉｳｴ ｱﾔ)
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07835：PS福島          (psﾌｸｼﾏ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳138 女子小学(6年) 11                  29.82坪田　虹心(ﾂﾎﾞﾀ ﾆｺ)

自由形　　　  50m１１～１２歳137 女子中学(1年) 12                  27.76木実谷　奏(ｷﾐﾔ ｶﾅ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳136 女子中学(1年) 12                  34.45遠藤　舞羽(ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｳ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳135 男子中学(1年) 12                1:04.72二階堂凌介(ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  29.53

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.94

自由形　　　  50m１５～１６歳134 男子高校(2年) 16                  24.24二階堂颯太(ﾆｶｲﾄﾞｳ ｿｳﾀ)

07841：ｾﾝﾄﾗﾙ福島       (CSﾌｸｼﾏ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下139 男子小学(5年) 10                  37.61瀬戸　遥翔(ｾﾄ ﾊﾙｶ)

08：茨  城

08105：ＳＡ水戸        (SAﾐﾄ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳140 女子中学(3年) 14                1:03.41新井　咲菜(ｱﾗｲ ｻｷﾅ)

08106：あかやまＳＳ    (ｱｶﾔﾏSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下154 女子小学(4年) 9                  33.24小椋陽香梨(ｵｸﾞﾗ ﾋｶﾘ)

153 女子小学(4年) 9               丸山　結楽(ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾗ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下152 女子小学(4年) 9                  36.60鈴木　唯華(ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ)

151 女子小学(5年) 10               長谷川悠愛(ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｱ)

150 女子小学(6年) 11               小松﨑夏帆(ｺﾏﾂｻﾞｷ ｶﾎ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳149 女子小学(6年) 12                  31.76中島　ゆい(ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:08.05

148 女子小学(6年) 12               石川　日葵(ｲｼｶﾜ ﾋﾏﾘ)

バタフライ　  50m１１～１２歳147 女子小学(6年) 12                  28.95小椋　凪紗(ｵｸﾞﾗ ﾅｷﾞｻ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:03.95

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳146 女子中学(1年) 12                  34.58内田　小春(ｳﾁﾀﾞ ｺﾊﾙ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:14.17

自由形　　　 200m１３～１４歳145 女子中学(2年) 13                2:07.05中澤　桃菜(ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳144 女子中学(3年) 15                2:27.59中澤　心暖(ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15                1:09.67

バタフライ　 100mＣＳ143 女子高校(2年) 17                1:01.46伏木　美湊(ﾌｾｷﾞ ﾐﾅﾄ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳142 男子小学(6年) 12                1:09.98遠藤　広基(ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  32.52

バタフライ　 100mＣＳ141 男子高校(3年) 17                  53.93中田　有友(ﾅｶﾀ ｱﾘﾄﾓ)

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(3年) 17                  23.67

08107：TAP筑波         (TAPﾂｸﾊﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳155 女子高校(2年) 16                1:10.86江川　茅紘(ｴｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ)

08110：TAP龍ヶ崎       (TAPﾘｭｳ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳163 女子中学(2年) 13                1:03.61堀本陽茉梨(ﾎﾘﾓﾄ ﾋﾏﾘ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ162 女子高校(2年) 17 茗溪学園 1:02.29神矢　和夏(ｶﾐﾔ ﾉﾄﾞｶ)
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背泳ぎ　　　 200mＣＳ162 女子高校(2年) 17 茗溪学園 2:13.11神矢　和夏(ｶﾐﾔ ﾉﾄﾞｶ)

自由形　　　  50mＣＳ161 女子高校(3年) 17 常総学院   26.07鵜飼　真央(ｳｶﾞｲ ﾏｵ)

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17 常総学院 2:02.13

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 17 常総学院   56.35

160 男子小学(5年) 10               宮本　琉空(ﾐﾔﾓﾄ ﾘｸ)

バタフライ　  50m１０歳以下159 男子小学(5年) 10                  31.82坂本　瀧斗(ｻｶﾓﾄ ﾀｷﾄ)

158 男子小学(5年) 10               右色　玲音(ｳｼｷ ﾚｵﾝ)

157 男子小学(5年) 10               宮本　真寿(ﾐﾔﾓﾄ ｻﾅﾄ)

個人メドレー 200m１３～１４歳156 男子中学(3年) 14                2:08.31矢野　泰雅(ﾔﾉ ﾀｲｶﾞ)

08111：ささはら塾      (ｻｻﾊﾗｼﾞｭｸ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下173 女子小学(4年) 9                  37.64須藤　琉七(ｽﾄｳ ﾙﾅ)

バタフライ　  50m１０歳以下172 女子小学(5年) 10                  32.04大曽根　結(ｵｵｿﾈ ﾕｲ)

自由形　　　 200m１１～１２歳171 女子小学(6年) 12                2:09.68鈴木　彩芽(ｽｽﾞｷ ｱﾔﾒ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  59.73

バタフライ　 100m１１～１２歳170 女子中学(1年) 12                1:05.47中原　心結(ﾅｶﾊﾗ ﾐﾕ)

169 女子中学(2年) 13               菊池　結子(ｷｸﾁ ﾕｲｺ)

バタフライ　 200m１３～１４歳168 女子中学(2年) 13                2:15.58吉村　花歩(ﾖｼﾑﾗ ｶﾎ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(2年) 13                2:18.81

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳167 女子中学(3年) 14                1:11.17村山　　萌(ﾑﾗﾔﾏ ｷｻﾞｼ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:18.43

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14                4:47.98

166 女子中学(3年) 14               高木　　恋(ﾀｶｷﾞ ﾚﾝ)

バタフライ　 100mＣＳ165 女子高校(3年) 18                1:00.89宮岡　萌衣(ﾐﾔｵｶ ﾒｲ)

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 18                2:11.80

バタフライ　 200m１３～１４歳164 男子中学(3年) 14                2:04.93松井　一樹(ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  57.13

08112：ワールドＳＳ    (ﾜｰﾙﾄﾞSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳176 女子中学(1年) 12 神栖二中   28.19沼田陽菜乃(ﾇﾏﾀ ﾋﾅﾉ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12 神栖二中 1:00.33

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳175 男子中学(2年) 14 神栖四中 2:08.02鈴木　結人(ｽｽﾞｷ ﾕｲﾄ)

自由形　　　 100m１５～１６歳174 男子高校(2年) 16 鹿島高   52.50山口由貴光(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾐﾂ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16 鹿島高 1:02.64

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(2年) 16 鹿島高   23.70

08114：ヤマシン石岡    (ﾔﾏｼﾝｲｼｵｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳177 男子中学(3年) 14                2:18.14真田　賢人(ｻﾅﾀﾞ ｹﾝﾄ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:05.05

08116：アシスト勝田    (ｱｼｽﾄ ｶﾂﾀ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳179 女子中学(2年) 14                  26.89中村　天音(ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ)

バタフライ　  50m１１～１２歳178 男子中学(1年) 12                  27.68石久保智也(ｲｼｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:01.95
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08119：中央ＳＳ        (ﾁｭｳｵｳSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下180 女子小学(4年) 10                  29.81吉田　瑛南(ﾖｼﾀﾞ ｴﾅ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10                  32.42

08120：リリーＳＣ      (ﾘﾘｰｽﾎﾟｰﾂ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１５～１６歳182 男子中学(3年) 15                  55.21川口　真澄(ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｽﾐ)

バタフライ　 200m１５～１６歳181 男子中学(3年) 15                2:01.45倉塚　　遼(ｸﾗﾂｶ ﾘｮｳ)

08126：Ａ・セレーナ    (ｱｯｸｱｾﾚｰﾅ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳185 男子中学(2年) 13                  25.03大塚　逸生(ｵｵﾂｶ ｲﾂｷ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                  53.05

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳184 男子中学(2年) 14                2:19.67上野　啓祐(ｳｴﾉ ｹｲｽｹ)

自由形　　　 200m１５～１６歳183 男子高校(1年) 16                1:51.88伏木　晃司(ﾌｼｷ ｺｳｼ)

08127：イトマン守谷    (ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下190 女子小学(3年) 9                  37.68新改　瑠菜(ｼﾝｶｲ ﾙﾅ)

自由形　　　 200m１５～１６歳189 女子高校(2年) 16                2:05.03阿部日奈多(ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                  57.26

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳188 男子中学(1年) 12                1:04.86熊谷　　碧(ｸﾏﾀﾆ ｱｵｲ)

バタフライ　 100m１１～１２歳187 男子中学(1年) 12                  58.87川村　誠吾(ｶﾜﾑﾗ ｾｲｺﾞ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.02

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.90

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳186 男子中学(1年) 13                  58.81飯田　琉斗(ｲｲﾀ ﾘｭｳﾄ)

08133：ﾌｨｯﾄﾈｽ日立      (ﾌｨｯﾄﾈｽ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳192 女子中学(3年) 14                1:03.24出野　有紗(ｲﾃﾞﾉ ｱﾘｻ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:16.78

背泳ぎ 200m１５～１６歳2375 女子高校(1年) 15 常磐大高 2:11.86渡邉　菜月(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ191 男子高校(3年) 17                1:03.38黒澤　　天(ｸﾛｻﾜ ｿﾗ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                2:16.72

08135：守谷インター    (ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳193 男子高校(1年) 15 常総学院   24.16川向　昊成(ｶﾜﾑｶｲ ｺｳｾｲ)

08141：ＳＡ土浦        (SAﾂﾁｳﾗ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳194 男子高校(2年) 16                1:51.71中條　　樹(ﾅｶｼﾞｮｳ ｲﾂｷ)

08150：イトマン古河    (ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳196 女子中学(3年) 14                1:02.59青山　侑蒼(ｱｵﾔﾏ ﾕｱ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳195 男子中学(2年) 13                2:07.44福地　柊吾(ﾌｸﾁ ﾄｳｱ)
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09：栃  木

09065：白鴎大足利      (ﾊｸｵｳ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100mＣＳ200 男子高校(2年) 17                  57.71尾﨑　元希(ｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(2年) 17                2:04.71

199 男子高校(2年) 17               福田　奈央(ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ)

198 男子高校(2年) 17               瀧澤　悠太(ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ)

197 男子高校(3年) 18               張田　聖也(ﾊﾘﾀ ｾｲﾔ)

09510：西那須ｲﾝﾀｰ      (ﾆｼﾅｽｲﾝﾀｰ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100mＣＳ201 女子高校(3年) 18                1:01.09赤羽沙也加(ｱｶﾊﾞﾈ ｻﾔｶ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18                2:09.62

09514：ｽｳｨﾝ大田原      (SWｵｵﾀﾜﾗ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳203 男子中学(1年) 12                1:06.96大橋　慶太(ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳202 男子高校(2年) 16                  56.14岩本　幸大(ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀ)

09524：ＳＧＣ・佐野    (SGC            )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳210 女子中学(1年) 12                  34.63高橋亜里沙(ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ)

バタフライ　 200m１３～１４歳209 女子中学(3年) 14                2:16.16後藤　結愛(ｺﾞﾄｳ ﾕｱ)

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                1:01.04

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  58.27

バタフライ　  50m１１～１２歳208 男子小学(6年) 12                  28.91長島　慎太(ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝﾀ)

207 男子中学(2年) 14               川島　大歩(ｶﾜｼﾏ ﾄｱ)

自由形　　　  50m１３～１４歳206 男子中学(2年) 14                  24.97溝口　舜大(ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14                1:01.22

205 男子中学(3年) 14               戸室　一吹(ﾄﾑﾛ ｲﾌﾞｷ)

204 男子中学(3年) 14               落合　由征(ｵﾁｱｲ ﾕｲﾄ)

09530：ｽｳｨﾝ宇都宮      (SWｳﾂﾉﾐﾔ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

216 女子小学(4年) 10               石川　和奏(ｲｼｶﾜ ﾜｶﾅ)

215 女子小学(5年) 10               松尾　明璃(ﾏﾂｵ ｱｶﾘ)

自由形　　　  50m１０歳以下214 女子小学(5年) 10                  30.03鹿野　結愛(ｶﾉ ﾕｱ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  32.53

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:37.02

自由形　　　  50m１０歳以下213 女子小学(5年) 10                  30.51鈴木　志歩(ｽｽﾞｷ ｼﾎ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:33.79

自由形　　　  50m１５～１６歳212 女子高校(1年) 16                  26.63鈴木　里歩(ｽｽﾞｷ ﾘﾎ)

バタフライ　 100mＣＳ211 女子高校(3年) 17                1:00.42渡辺　楓愛(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾅ)

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:13.59

09538：ビッグツリー    (ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳219 女子中学(1年) 12                1:05.72福田　　光(ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾙ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  30.61

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.75
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個人メドレー 200mＣＳ218 男子高校(3年) 17                2:01.66齊藤　優太(ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ)

個人メドレー 400mＣＳ男子高校(3年) 17                4:26.67

自由形　　　  50mＣＳ217 男子高校(3年) 18                  23.12韓ｼﾞｭﾝﾋｮｸ(ﾊﾝ ｼﾞｭﾝﾋｮｸ)

10：群  馬

10506：ＳＡ伊勢崎      (SAｲｾｻｷ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ220 男子高校(3年) 17                  52.55武　　快飛(ﾀｹ ｶｲﾄ)

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                1:56.37

10508：ﾀﾞｯｼｭ前橋SC     (DSCﾏｴﾊﾞｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳221 男子中学(3年) 14                1:06.79高田　莉広(ﾀｶﾀ ﾘｵ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:12.00

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  25.20

10514：群馬渋川ＳＳ    (ｸﾞﾝｼﾌﾞSS       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下222 女子小学(5年) 10                  38.28狩野　　莉(ｶﾉｳ ﾏﾘ)

10516：ｽｳｨﾝ伊勢崎      (SWｲｾｻｷ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下223 女子小学(5年) 10                  29.59廣瀨　葵衣(ﾋﾛｾ ｱｵｲ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  32.72

10521：スウィン館林    (SWﾀﾃﾊﾞﾔｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

231 男子小学(3年) 9               小杉　煌流(ｺｽｷﾞ ｾﾅ)

230 男子小学(4年) 9               伊藤　蒼空(ｲﾄｳ ｿﾗ)

229 男子小学(4年) 10               細谷　佳樹(ﾎｿﾔ ﾖｼｷ)

228 男子小学(5年) 10               須藤　　初(ｽﾄｳ ﾊｼﾞﾒ)

227 男子小学(6年) 11               野村祐太朗(ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ)

バタフライ　  50m１１～１２歳226 男子中学(1年) 12                  28.83夘月　瑠依(ｳﾂﾞｷ ﾙｲ)

225 男子中学(1年) 12               橋本　翔太(ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ)

224 男子中学(1年) 12               森　翔太郎(ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ)

10522：スウィン安中    (SWｱﾝﾅｶ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳232 女子中学(1年) 12                1:00.23黒澤　莉音(ｸﾛｻﾜ ﾘﾉ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.68

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:11.43

10526：ｽｳｨﾝあざみ      (SWｱｻﾞﾐ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下239 女子小学(5年) 10                  37.90日浦　佑香(ﾋｳﾗ ﾕｶ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳238 女子小学(6年) 11                  34.50加藤日香里(ｶﾄｳ ﾋｶﾘ)

237 女子小学(6年) 12               大坪　胡桃(ｵｵﾂﾎﾞ ｸﾙﾐ)

個人メドレー 200m１１～１２歳236 女子中学(1年) 12                2:25.14日浦　結衣(ﾋｳﾗ ﾕｲ)

235 女子中学(1年) 12               岸　　伶香(ｷｼ ﾚｲｶ)

バタフライ　 100m１３～１４歳234 女子中学(3年) 14                1:02.14中里　優美(ﾅｶｻﾞﾄ ﾕﾐ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:19.53
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自由形　　　  50m１３～１４歳233 男子中学(3年) 14                  24.20神尾　凌河(ｶﾐｵ ﾘｮｳｶﾞ)

10531：スウィン高崎    (SWﾀｶｻｷ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下242 女子小学(5年) 10                  29.98田丸　咲穂(ﾀﾏﾙ ｻﾎ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  34.42

自由形　　　 200m１５～１６歳241 女子高校(2年) 16                2:02.93松岡　汐里(ﾏﾂｵｶ ｼｵﾘ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:16.52

自由形　　　 200m１１～１２歳240 男子小学(6年) 12                2:05.59大谷　光佑(ｵｵﾀﾆ ｺｳｽｹ)

10534：スウィン前橋    (SWﾏｴﾊﾞｼ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳249 女子中学(3年) 14                  26.87関根　梨桜(ｾｷﾈ ﾘｵ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  58.95

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:07.14

平泳ぎ　　　 100mＣＳ248 女子高校(2年) 17                1:10.63荻野　萌子(ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ)

バタフライ　  50m１０歳以下247 男子小学(5年) 10                  31.14長沼　奏斗(ﾅｶﾞﾇﾏ ｶﾅﾄ)

246 男子小学(6年) 11               佐藤　大嘉(ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ)

245 男子小学(6年) 11               室橋　広人(ﾑﾛﾊｼ ﾋﾛﾄ)

244 男子中学(1年) 12               穴原　夢翔(ｱﾅﾊﾗ ﾕﾒﾄ)

自由形　　　 200m１１～１２歳243 男子中学(1年) 12                2:05.90関　　幹太(ｾｷ ｶﾝﾀ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:19.66

10550：グンゼＳ前橋    (ｸﾞﾝｾﾞ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ251 女子高校(3年) 17                1:00.74熊木　杏菜(ｸﾏｷ ｱﾝﾅ)

バタフライ　 100m１５～１６歳250 男子高校(1年) 16                  55.15福田　達也(ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ)

10553：スウィン太田    (SWｵｵﾀ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１１～１２歳263 女子小学(6年) 11                1:04.04滝澤　莉乃(ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾉ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 11                  29.18

262 女子小学(6年) 12               田沼　美瞳(ﾀﾇﾏ ﾐﾄ)

261 女子小学(6年) 12               堀木　愛海(ﾎﾘｷ ｱﾐ)

自由形　　　 200m１１～１２歳260 女子小学(6年) 12                2:10.32成塚須美怜(ﾅﾘﾂﾞｶ ｽﾐﾚ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:00.32

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳259 女子中学(3年) 14                2:16.67金田　碧海(ｶﾈﾀﾞ ｱｵｲ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳258 女子中学(3年) 14                1:11.92大瀬良麻央(ｵｵｾﾗ ﾏｵ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:32.15

個人メドレー 200m１５～１６歳257 女子高校(2年) 16                2:17.70横塚　莉奈(ﾖｺﾂﾞｶ ﾘﾅ)

個人メドレー 200m１０歳以下256 男子小学(5年) 10                2:35.96船岡　　尊(ﾌﾅｵｶ ﾀｹﾙ)

255 男子小学(6年) 12               亀山　　颯(ｶﾒﾔﾏ ﾊﾔﾃ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳254 男子小学(6年) 12                1:05.98茂木　玄虎(ﾓﾃｷﾞ ﾊﾙﾄﾗ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  29.86

自由形　　　 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12                2:05.24

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳253 男子中学(1年) 12                1:04.34正田　光成(ｼｮｳﾀﾞ ﾐﾂﾅﾘ)

バタフライ　  50m１１～１２歳252 男子中学(1年) 12                  28.81権田政一郎(ｺﾞﾝﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  58.71

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.46
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10564：ナガイ前橋      (NSSﾏｴﾊﾞｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳264 男子中学(1年) 12                  26.28高橋　力良(ﾀｶﾊｼ ﾘｷﾗ)

10568：野間SS大泉      (ﾉﾏｵｵｲｽﾞﾐ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１１～１２歳265 女子中学(1年) 12                2:20.99吉川　夢琉(ﾖｼｶﾜ ﾒﾙ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  33.88

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:12.10

10571：野間SS高林      (ﾉﾏﾀｶﾊﾞﾔｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下266 男子小学(5年) 10                  31.98小川　佳太(ｵｶﾞﾜ ｹｲﾀ)

11：埼  玉

11105：春日部共栄      (KYOEI          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ267 男子高校(3年) 18                1:03.88小出　青空(ｺｲﾃﾞ ｿﾗ)

11333：武南            (BUNAN          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳269 男子高校(2年) 16                  24.30萱沼　快人(ｶﾔﾇﾏ ｶｲﾄ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  56.14

自由形　　　  50mＣＳ268 男子高校(3年) 17                  23.08阿部　　誓(ｱﾍﾞ ｾｲ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17                  50.04

11343：埼玉栄          (ｻｲﾀﾏｻｶｴ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ270 男子高校(3年) 17                  23.89太田　健斗(ｵｵﾀ ｹﾝﾄ)

11344：栄東            (ｻｶｴﾋｶﾞｼ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200mＣＳ271 男子高校(2年) 17                2:12.50長岡　　豪(ﾅｶﾞｵｶ ｺﾞｳ)

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(2年) 17                  23.47

平泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17                1:03.80

11508：スウィン大宮    (SWｵｵﾐﾔ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

286 女子小学(4年) 9               小倉　百佳(ｵｸﾞﾗ ﾓﾓｶ)

285 女子小学(4年) 9               三浦　詩織(ﾐｳﾗ ｼｵﾘ)

個人メドレー 200m１０歳以下284 女子小学(5年) 10                2:37.28今井　虹心(ｲﾏｲ ｺｺ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  30.29

283 女子小学(5年) 10               大木　　星(ｵｵｷ ｷﾗﾗ)

282 女子小学(5年) 11               福田あめり(ﾌｸﾀﾞ ｱﾒﾘ)

281 女子小学(6年) 11               岸上　遥香(ｷｼｶﾞﾐ ﾊﾙｶ)

280 女子小学(6年) 12               真柄陽奈子(ﾏｶﾞﾗ ﾋﾅｺ)

279 女子中学(1年) 12               大木　　心(ｵｵｷ ｺｺﾛ)

自由形　　　  50m１１～１２歳278 女子中学(1年) 12                  27.50足立　優希(ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  59.76

自由形　　　  50m１３～１４歳277 女子中学(1年) 13                  26.31田熊　紗也(ﾀｸﾞﾏ ｻﾔ)

個人メドレー 400m１３～１４歳276 女子中学(2年) 13                4:49.97髙山　紫妃(ﾀｶﾔﾏ ｼｷ)
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275 女子中学(2年) 14               真柄　千寿(ﾏｶﾞﾗ ﾁﾋﾛ)

274 女子中学(3年) 14               岡崎俐央菜(ｵｶｻﾞｷ ﾘﾖﾅ)

バタフライ　 200m１３～１４歳273 男子中学(2年) 13                2:05.65福田　修磨(ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾏ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                  57.39

平泳ぎ　　　 100mＣＳ272 男子高校(3年) 17 埼玉栄高校 1:00.27小澤　　幹(ｵｻﾞﾜ ﾓﾄｷ)

11517：ｽｳｨﾝ大宮西      (SWｵｵﾐﾔﾆｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

292 女子小学(5年) 11               冨澤　香珠(ﾄﾐｻﾜ ｶｼﾞｭ)

291 女子小学(5年) 11               鈴木　里歩(ｽｽﾞｷ ﾘﾎ)

290 女子小学(5年) 11               山中　彩花(ﾔﾏﾅｶ ｱﾔｶ)

自由形　　　  50m１１～１２歳289 女子中学(1年) 12                  27.14岡田　麻希(ｵｶﾀﾞ ﾏｷ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:00.39

自由形　　　  50m１３～１４歳288 女子中学(3年) 14                  26.55田村　好花(ﾀﾑﾗ ｺﾉｶ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  58.17

自由形　　　  50m１１～１２歳287 男子小学(6年) 12                  27.05齊藤　侑斗(ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ)

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  28.22

11518：スウィン北本    (SWｷﾀﾓﾄ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

302 女子中学(1年) 13               掛札　彩乃(ｶｹﾌﾀﾞ ｱﾔﾉ)

301 女子中学(1年) 13               塚田　陽菜(ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ)

自由形　　　  50m１３～１４歳300 女子中学(2年) 13                  26.88松田　琴愛(ﾏﾂﾀﾞ ｺﾄｱ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                  58.12

バタフライ　 100m１３～１４歳299 女子中学(2年) 13                1:02.15森　　香乃(ﾓﾘ ｶﾉ)

自由形　　　 200m１５～１６歳298 女子高校(2年) 16 本庄東高校 2:04.35古江　花帆(ﾌﾙｴ ｶﾎ)

自由形　　　 400m１５～１６歳女子高校(2年) 16 本庄東高校 4:17.48

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(2年) 16 本庄東高校 8:53.83

297 男子中学(1年) 13               新井　風人(ｱﾗｲ ｶｻﾞﾄ)

自由形　　　 200m１３～１４歳296 男子中学(2年) 14                1:54.79古江　　良(ﾌﾙｴ ﾘｮｳ)

自由形　　　 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14                4:03.04

295 男子中学(2年) 14               小林　航介(ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ)

294 男子中学(3年) 14               佐々木浩人(ｻｻｷ ﾋﾛﾄ)

バタフライ　 100m１５～１６歳293 男子高校(1年) 15 本庄東高校   54.17山本　　司(ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ)

11524：東坂戸ＳＳ      (ﾋｶﾞｼｻｶﾄﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下305 女子小学(4年) 10                  33.34井出　凜花(ｲﾃﾞ ﾘﾝｶ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳304 女子中学(2年) 13                2:19.80井出　柚紀(ｲﾃﾞ ﾕｽﾞｷ)

自由形　　　 100m１３～１４歳303 男子中学(3年) 14                  52.77間嶋　慶伍(ﾏｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ)

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  24.71

11525：スウィン熊谷    (SWｸﾏｶﾞﾔ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１１～１２歳312 女子小学(6年) 12                1:05.36本間　夏希(ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ)

自由形　　　  50m１１～１２歳311 女子中学(1年) 12                  27.89有浦　　咲(ｱﾘｳﾗ ｻｷ)

個人メドレー 200mＣＳ310 女子高校(3年) 17 花咲徳栄 2:16.43北山愛優美(ｷﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ)

309 男子小学(4年) 10               木村　波瑠(ｷﾑﾗ ﾊﾙ)

自由形　　　  50m１０歳以下308 男子小学(5年) 10                  29.17武田　理玖(ﾀｹﾀﾞ ﾘｸ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.43

バタフライ　  50m１０歳以下307 男子小学(5年) 10                  31.81本谷　斗睦(ﾎﾝﾔ ﾄﾑ)
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306 男子小学(5年) 10               岩瀬　泰晟(ｲﾜｾ ﾀｲｾｲ)

11527：SW大教大宮東    (SWｵｵﾐﾔﾋｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

318 女子小学(4年) 10               有泉茉莉花(ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾏﾘｶ)

317 女子小学(5年) 10               山口　結愛(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ)

316 女子小学(5年) 10               酒井　愛奈(ｻｶｲ ｱｲﾅ)

315 女子小学(5年) 10               山岸　柚月(ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾂﾞｷ)

自由形　　　 200m１１～１２歳314 女子中学(1年) 12                2:10.07藤本友莉菜(ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾘﾅ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:23.48

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳313 女子中学(2年) 13                2:32.93米田妃那乃(ｺﾒﾀﾞ ﾋﾅﾉ)

11538：しんやまＳＣ    (ｼﾝﾔﾏsc         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

322 男子小学(6年) 11               新槇　勇人(ｱﾗﾏｷ ﾊﾔﾄ)

321 男子小学(6年) 12               芦田　悠磨(ｱｼﾀﾞ ﾕｳﾏ)

バタフライ　 100m１１～１２歳320 男子中学(1年) 12                1:03.94渡部　一光(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯｺｳ)

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.10

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  57.47

319 男子中学(1年) 12               鈴木　逢生(ｽｽﾞｷ ｱｵ)

11539：コナミ北浦和    (ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

331 女子高校(1年) 15               冨永　野意(ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｲ)

330 女子高校(1年) 15               柴田　結衣(ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ)

329 女子高校(2年) 16               兼岡　楓菜(ｶﾈｵｶ ﾌｳﾅ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ328 女子高校(3年) 17                1:09.01藤縄　優花(ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ)

自由形　　　 100mＣＳ327 女子高校(3年) 18                  57.17柴田　菜摘(ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ)

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18                2:01.41

背泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18                1:01.84

個人メドレー 400m１３～１４歳326 男子中学(2年) 14                4:35.11小川　翔慎(ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  56.73

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:10.87

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳325 男子高校(2年) 16                2:17.98辻仲　祥康(ﾂｼﾞﾅｶ ｼｮｳｺﾞ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                1:02.82

324 男子高校(2年) 17               井上　大輝(ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ323 男子高校(3年) 17                  55.04青木　泰樹(ｱｵｷ ﾀｲｼﾞｭ)

11550：ＪＳＳ入間      (JSSｲﾙﾏ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳332 男子中学(3年) 14                  25.09滝口　将輝(ﾀｷｸﾞﾁ ﾏｻｷ)

11554：おざわＳＳ      (ｵｻﾞﾜSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳333 男子中学(3年) 15 春日部共栄中   24.30神場　一樹(ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15 春日部共栄中   52.42

11558：ウィンわかば    (ｳｨﾝﾜｶﾊﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳334 男子中学(1年) 12                  26.95出雲　　蓮(ｲｽﾞﾓ ﾚﾝ)
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11559：アテナＡＭＣ    (Athena         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下347 女子小学(4年) 10                  37.13髙梨　杏樹(ﾀｶﾅｼ ｱﾝｼﾞｭ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳346 女子中学(3年) 14                1:11.52河原　彩華(ｶﾜﾊﾗ ｱﾔｶ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:19.15

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:32.47

個人メドレー 200m１０歳以下345 男子小学(5年) 10                2:36.91塚田　亮真(ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾏ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  33.46

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.27

344 男子小学(5年) 11               菊村　　遥(ｷｸﾑﾗ ﾊﾙ)

343 男子小学(6年) 11               庭野　恭一(ﾆﾜﾉ ｷｮｳｲﾁ)

342 男子中学(1年) 12               江見　優太(ｴﾐ ﾕｳﾀ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳341 男子中学(1年) 12                  29.91染井　颯太(ｿﾒｲ ｿｳﾀ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.68

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:19.28

340 男子中学(1年) 12               唐鎌　壱成(ｶﾗｶﾏ ｲｯｾｲ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳339 男子中学(3年) 14                1:00.46駒﨑　睦彦(ｺﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:09.88

バタフライ　 200m１５～１６歳338 男子高校(1年) 16 立教新座高校 2:00.45大野　悠真(ｵｵﾉ ﾕｳﾏ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳337 男子高校(2年) 16 武南高校 1:04.59佐久間唯人(ｻｸﾏ ﾕｲﾄ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16 武南高校 2:19.18

個人メドレー 400mＣＳ336 男子高校(3年) 17 武南高校 4:23.49福田　圭吾(ﾌｸﾀﾞ ｹｲｺﾞ)

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(3年) 17 武南高校 2:04.24

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 17 武南高校 2:00.95

平泳ぎ　　　 200mＣＳ335 男子高校(3年) 18 武南高校 2:15.39白石　快斗(ｼﾗｲｼ ｶｲﾄ)

11564：ドームひばり    (ﾄﾞｰﾑﾋﾊﾞﾘ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳348 男子中学(3年) 14                2:06.31柿木　寛太(ｶｷｷ ｶﾝﾀ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:00.73

11569：瀬ヶ崎ＳＣ(ｾｶﾞｻｷSC)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200mＣＳ349 女子高校(3年) 18 武南 2:15.16松下　　茜(ﾏﾂｼﾀ ｱｶﾈ)

11573：スウィン加須    (ｽｳｨﾝ ｶｿﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下354 女子小学(5年) 10                  33.55野原　愛生(ﾉﾊﾗ ﾏﾅﾐ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳353 女子中学(1年) 12                  30.32笠原　未咲(ｶｻﾊﾗ ﾐｻｷ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:05.11

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳352 女子中学(3年) 14                1:03.88上野七奈子(ｳｴﾉ ﾅﾅｺ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳351 男子中学(3年) 14                2:07.50中家　拓仁(ﾅｶｲｴ ﾀｸﾄ)

バタフライ　 200m１５～１６歳350 男子高校(1年) 15 春日部共栄高 2:03.36園田　陽大(ｿﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15 春日部共栄高   54.96

11575：スウィン大教    (SWﾀﾞｲｷｮｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下370 女子小学(4年) 10                  29.89江原　里來(ｴﾊﾗ ﾘｸ)

369 女子小学(5年) 10               小山美愛里(ｺﾔﾏ ﾐｱﾘ)

368 女子小学(5年) 10               岡﨑　愛夢(ｵｶｻﾞｷ ｱｲﾑ)
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367 女子小学(5年) 10               原島　朱璃(ﾊﾗｼﾏ ｱｶﾘ)

自由形　　　 200m１１～１２歳366 女子小学(6年) 12                2:09.44谷田貝心葉(ﾔﾀｶﾞｲ ｺｺﾊ)

自由形　　　 100m１１～１２歳365 女子中学(1年) 12                  56.35油井　美波(ﾕｲ ﾐﾅﾐ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:17.80

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:01.67

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳364 女子中学(3年) 15                2:13.16園部ゆあら(ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15                  59.86

自由形　　　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15                  57.41

バタフライ　 200m１５～１６歳363 女子高校(2年) 16 春日部共栄高 2:09.69関根　倖彩(ｾｷﾈ ｺｳｻ)

バタフライ　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16 春日部共栄高   59.99

362 女子高校(2年) 17               水野　柚希(ﾐｽﾞﾉ ﾕｽﾞｷ)

361 女子高校(3年) 18               堺澤　舞香(ｻｶｲｻﾞﾜ ﾏｲｶ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ360 女子高校(3年) 18 埼玉栄高校 1:01.66古俣　　桜(ｺﾏﾀ ｻｸﾗ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18 埼玉栄高校 2:11.31

359 女子高校(3年) 18               岡安　もえ(ｵｶﾔｽ ﾓｴ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳358 男子中学(2年) 14                  58.39吉田　琉惟(ﾖｼﾀﾞ ﾙｲ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:06.92

自由形　　　 400mＣＳ357 男子高校(3年) 17 埼玉栄高校 3:51.56岡野　健太(ｵｶﾉ ｹﾝﾀ)

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(3年) 17 埼玉栄高校15:46.50

バタフライ　 200mＣＳ356 男子高校(3年) 17 埼玉栄高校 1:58.48熊倉　来緒(ｸﾏｸﾗ ﾗｲｵ)

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17 埼玉栄高校 1:52.12

個人メドレー 400mＣＳ355 男子高校(3年) 18 埼玉栄高校 4:16.18齊藤　和真(ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ)

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(3年) 18 埼玉栄高校 1:59.94

11578：ｻﾝﾗｲﾝ深谷       (SUNLINE        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下373 女子小学(5年) 10                  29.82本木　結菜(ﾓﾄｷﾞ ﾕｲﾅ)

自由形　　　  50m１１～１２歳372 男子中学(1年) 12                  27.05益子　大輝(ﾏｼｺ ﾀﾞｲｷ)

自由形　　　 100m１３～１４歳371 男子中学(3年) 14                  52.46福島　成翔(ﾌｸｼﾏ ｱｷﾄ)

11585：スウィン埼玉    (ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

396 女子小学(3年) 8               安井　彩花(ﾔｽｲ ｲﾛﾊ)

395 女子小学(3年) 9               根岸　茉香(ﾈｷﾞｼ ﾏｺ)

394 女子小学(5年) 10               渡邉　柚希(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｽﾞｷ)

自由形　　　  50m１０歳以下393 女子小学(5年) 10                  29.90西潟莉々寧(ﾆｼｶﾞﾀ ﾘﾘﾈ)

自由形　　　 200m１１～１２歳392 女子中学(1年) 12                2:09.30伊藤　瑠花(ｲﾄｳ ﾙｶ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳391 女子中学(3年) 14                2:16.07菅　那奈実(ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ)

自由形　　　  50m１５～１６歳390 女子高校(1年) 15 埼玉栄高校   26.27髙橋　彩加(ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ)

自由形　　　 400m１５～１６歳女子高校(1年) 15 埼玉栄高校 4:18.24

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15 埼玉栄高校 2:02.69

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳389 女子高校(1年) 15 埼玉栄高校 1:01.53山田　菜月(ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ)

個人メドレー 400m１５～１６歳女子高校(1年) 15 埼玉栄高校 4:50.07

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15 埼玉栄高校 2:14.57

自由形　　　 200m１５～１６歳388 女子高校(1年) 15 花咲徳栄 2:01.85山本　結月(ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 15 花咲徳栄   57.69

自由形　　　  50m１５～１６歳女子高校(1年) 15 花咲徳栄   26.79

個人メドレー 400mＣＳ387 女子高校(3年) 18                4:48.18井坂　有里(ｲｻｶ ﾕﾘ)

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 18                2:19.43

386 男子小学(4年) 9               平塚　匠眞(ﾋﾗﾂｶ ｼｮｳﾏ)
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385 男子小学(4年) 9               荒木　柊人(ｱﾗｷ ｼｭｳﾄ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下384 男子小学(4年) 10                  32.90山田　裕陽(ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾋ)

自由形　　　  50m１０歳以下383 男子小学(5年) 10                  29.40野澤　悠翔(ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  36.59

382 男子小学(5年) 11               山本　颯人(ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ)

381 男子小学(6年) 11               松本　輝希(ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙｷ)

自由形　　　 200m１１～１２歳380 男子中学(1年) 12                2:05.30西上　　諒(ﾆｼｶﾐ ﾘｮｳ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  56.42

379 男子中学(1年) 12               徳野　楓大(ﾄｸﾉ ﾌｳﾀﾞｲ)

バタフライ　  50m１１～１２歳378 男子中学(1年) 12                  27.62村山　椋大(ﾑﾗﾔﾏ ｹｲﾀ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  30.96

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:03.99

バタフライ　 200m１３～１４歳377 男子中学(2年) 14                2:05.93杉村　　朔(ｽｷﾞﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ)

自由形　　　  50m１５～１６歳376 男子高校(1年) 15 花咲徳栄   24.23渡邊　絢斗(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 15 花咲徳栄 1:53.30

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15 花咲徳栄   52.64

バタフライ　 200m１５～１６歳375 男子高校(1年) 16 埼玉栄高校 2:02.83細沼　弘輔(ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16 埼玉栄高校   54.85

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16 埼玉栄高校   52.45

個人メドレー 400mＣＳ374 男子高校(3年) 18 春日部共栄高 4:25.13川口　　開(ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲ)

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(3年) 18 春日部共栄高 2:04.92

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 18 春日部共栄高 2:01.17

11600：スウィン鴻巣    (SWｺｳﾉｽ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳399 女子小学(6年) 12                  27.77飯田　　心(ｲｲﾀﾞ ｺｺﾛ)

自由形　　　  50m１３～１４歳398 男子中学(3年) 14                  23.18會田　　慧(ｱｲﾀﾞ ｻﾄｼ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  51.31

自由形　　　  50m１５～１６歳397 男子高校(2年) 16                  24.14芹澤　麗生(ｾﾘｻﾞﾜ ﾚｵ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  54.59

11602：スウィン鷲宮    (SWﾜｼﾐﾔ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

417 女子小学(4年) 10               篠﨑　莉奈(ｼﾉｻﾞｷ ﾚｲﾅ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下416 女子小学(4年) 10                  38.22井上菜々花(ｲﾉｳｴ ﾅﾅｶ)

415 女子小学(5年) 10               関根　凜咲(ｾｷﾈ ﾘｻｷ)

414 女子小学(5年) 10               山本　悠乃(ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾉ)

バタフライ　  50m１０歳以下412 女子小学(5年) 10                  32.09小山内梨乃(ｵｻﾅｲ ﾘﾉ)

バタフライ　  50m１０歳以下413 女子小学(5年) 10                  32.57野崎　麻歩(ﾉｻﾞｷ ﾏﾎ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  29.51

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下411 女子小学(5年) 10                  37.11荒井　果歩(ｱﾗｲ ｶﾎ)

バタフライ　 100m１５～１６歳410 女子高校(1年) 15 春日部共栄高 1:01.21榎本ヒカル(ｴﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ)

自由形　　　  50m１５～１６歳女子高校(1年) 15 春日部共栄高   26.38

バタフライ　 200m１５～１６歳409 女子高校(2年) 16 春日部共栄高 2:12.32会沢　心唯(ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾕ)

バタフライ　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16 春日部共栄高 1:00.83

平泳ぎ　　　 100mＣＳ408 女子高校(3年) 18 春日部共栄高 1:11.18廣瀬　　碧(ﾋﾛｾ ｱｵｲ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18 春日部共栄高 2:30.39

407 男子小学(5年) 10               知久　柊真(ﾁｸ ﾄｳﾏ)

406 男子小学(5年) 10               佐々木凱成(ｻｻｷ ｶｲｾｲ)

バタフライ　  50m１０歳以下405 男子小学(5年) 10                  31.43吉田　湊登(ﾖｼﾀﾞ ﾐﾅﾄ)
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平泳ぎ　　　  50m１０歳以下404 男子小学(5年) 10                  35.76坂爪　心温(ｻｶﾂﾒ ｼｵﾝ)

バタフライ　 100m１１～１２歳403 男子中学(1年) 12                1:02.85小林　富士(ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｼﾞ)

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.34

バタフライ　 100m１５～１６歳402 男子高校(1年) 16 春日部共栄高   55.26岩見　俊祐(ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16 春日部共栄高   50.82

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(1年) 16 春日部共栄高   23.82

背泳ぎ　　　 100mＣＳ401 男子高校(3年) 17 春日部共栄高   54.79長島　秀哉(ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ400 男子高校(3年) 17 春日部共栄高 2:16.64吉田　悠真(ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ)

11603：ユアー蕨        (ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 400m１５～１６歳419 女子高校(1年) 15 武南高校 4:17.41橋本　沙希(ﾊｼﾓﾄ ｻｷ)

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15 武南高校 2:02.62

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳418 男子中学(3年) 14 春日部共栄高 1:02.74矢野　拓都(ﾔﾉ ﾀｸﾄ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14 春日部共栄高 4:30.11

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14 春日部共栄高 2:17.37

11604：スウィン越谷    (SWｺｼｶﾞﾔ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

433 女子小学(4年) 10               篠田　妃愛(ｼﾉﾀﾞ ﾋﾒ)

432 女子小学(5年) 10               横田　羽美(ﾖｺﾀ ｳﾐ)

431 女子小学(5年) 10               染谷　柚月(ｿﾒﾔ ﾕﾂﾞｷ)

430 女子小学(5年) 10               野口　優理(ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾘ)

自由形　　　  50m１３～１４歳429 女子中学(1年) 13                  27.37保村　咲那(ﾔｽﾑﾗ ｻﾅ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13                  57.97

428 女子中学(1年) 13               関根千桜里(ｾｷﾈ ﾁｵﾘ)

自由形　　　  50m１３～１４歳427 女子中学(2年) 13                  26.89板谷久瑠実(ｲﾀﾔ ｸﾙﾐ)

426 女子中学(2年) 14               小金澤花璃(ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾊﾅﾘ)

自由形　　　  50m１０歳以下425 男子小学(5年) 10                  30.02中山　虎心(ﾅｶﾔﾏ ｺｼﾝ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳424 男子中学(1年) 12                  29.77木尾　悠人(ｷｵ ﾊﾙﾄ)

423 男子中学(2年) 13               森　燦士郎(ﾓﾘ ｻﾝｼﾛｳ)

自由形　　　  50m１３～１４歳422 男子中学(2年) 13                  25.12寺下　大和(ﾃﾗｼﾀ ﾔﾏﾄ)

421 男子中学(2年) 14               雨海　唯斗(ｱﾏｶﾞｲ ﾕｲﾄ)

バタフライ　 200m１３～１４歳420 男子中学(3年) 14                2:08.66横田　陸斗(ﾖｺﾀ ﾘｸﾄ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  58.27

11615：春日部中央      (ﾁｭｳｵｳSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳434 女子小学(6年) 11                  34.17荒井　里奈(ｱﾗｲ ﾘﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11                1:14.17

11619：ｽｳｨﾝふじみ野    (SWﾌｼﾞﾐﾉ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１１～１２歳444 女子中学(1年) 12                2:23.92岩﨑　天琉(ｲﾜｻｷ ｱﾒﾙ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:09.85

443 男子小学(4年) 10               阿部　　陽(ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ)

442 男子小学(4年) 10               佐藤　玲介(ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ)

441 男子小学(5年) 10               神谷　　諒(ｶﾐﾔ ﾘｮｳ)

440 男子小学(5年) 10               及川　英人(ｵｲｶﾜ ｴｲﾄ)

439 男子中学(2年) 13               向後　大地(ｺｳｺﾞ ﾀﾞｲﾁ)

438 男子中学(3年) 14               都筑　　慶(ﾂﾂﾞｷ ｹｲ)
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437 男子中学(3年) 14               後藤　良輔(ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ)

自由形　　　 200m１３～１４歳436 男子中学(3年) 14                1:54.56渡邉　瑛太(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ)

自由形　　　 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                4:03.04

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳435 男子高校(2年) 16                  57.11入江　秀行(ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾕｷ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:00.78

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:03.09

11625：スウィン坂戸    (ｽｳｨﾝｻｶﾄﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下450 女子小学(5年) 10                  31.84上西さやな(ｳｴﾆｼ ｻﾔﾅ)

自由形　　　 100m１３～１４歳449 女子中学(2年) 13                  57.43溝下あいこ(ﾐｿﾞｼﾀ ｱｲｺ)

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(2年) 13                  26.68

448 男子小学(6年) 12               白旗爽太郎(ｼﾗﾊﾀ ｿｳﾀﾛｳ)

447 男子中学(1年) 12               市花　飛翔(ｲﾁﾊﾅ ｱｽｶ)

446 男子中学(1年) 12               八木原　縁(ﾔｷﾞﾊﾗ ｴﾆｼ)

445 男子中学(1年) 12               小坂譲二朗(ｺｻｶ ｼﾞｮｳｼﾞﾛｳ

11628：ｽｳｨﾝみよし      (SWﾐﾖｼ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１５～１６歳453 女子高校(1年) 16 武南高校 1:00.33中島　紗希(ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16 武南高校 2:19.36

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下452 男子小学(5年) 10                  37.93武石　晃諒(ﾀｹｲｼ ｱｷﾗ)

バタフライ　 200mＣＳ451 男子高校(2年) 17 武南高校 2:00.02川野　博大(ｶﾜﾉ ﾋﾛｵ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(2年) 17 武南高校   55.50

11631：ｽｳｨﾝ南越谷      (SWﾅﾝｺｼ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

462 女子小学(4年) 9               吉野　祢音(ﾖｼﾉ ﾈﾈ)

自由形　　　  50m１０歳以下461 女子小学(4年) 10                  29.79安松　美晴(ﾔｽﾏﾂ ﾐﾊﾙ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10                  32.67

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下460 女子小学(5年) 10                  37.43安岡　咲桜(ﾔｽｵｶ ｻｸﾗ)

459 女子小学(5年) 10               野村　凛羽(ﾉﾑﾗ ﾘﾕ)

自由形　　　  50m１１～１２歳458 女子小学(6年) 12                  27.77村山　芽生(ﾑﾗﾔﾏ ﾒｲ)

457 女子中学(1年) 13               沼田絵心佳(ﾇﾏﾀ ｴﾐｶ)

456 女子中学(2年) 13               各務こころ(ｶｶﾞﾐ ｺｺﾛ)

455 女子中学(2年) 14               野口　彩音(ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾈ)

自由形　　　  50m１３～１４歳454 女子中学(3年) 14                  26.77芝野　美響(ｼﾊﾞﾉ ﾐｵﾝ)

11634：スウィン浦和    (SWｳﾗﾜ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳463 女子中学(1年) 12                  29.99岡本　実緒(ｵｶﾓﾄ ﾐｵ)

11636：ﾋｭｰﾏﾝみさと     (ﾋｭｰﾏﾝﾐｻﾄ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳464 女子高校(1年) 15 春日部共栄高 1:10.31山田　　澄(ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15 春日部共栄高 2:27.43

11638：東川口SC        (ﾋｶﾞｼｶﾜSC       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１１～１２歳469 男子中学(1年) 12                2:18.74田中　勇人(ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:04.97
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自由形　　　 100m１１～１２歳469 男子中学(1年) 12                  58.81田中　勇人(ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ)

468 男子中学(3年) 14               井上　丈瑠(ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳467 男子中学(3年) 14                2:07.99富所　祐太(ﾄﾄﾞｺﾛ ﾕｳﾀ)

466 男子中学(3年) 14               森山　鉄平(ﾓﾘﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ)

自由形　　　 200m１３～１４歳465 男子中学(3年) 14                1:58.29丹野　義大(ﾀﾝﾉ ﾄﾓﾊﾙ)

自由形　　　 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                3:58.39

11639：ｽｳｨﾝ春日部      (SWｶｽｶﾍﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳479 女子中学(1年) 12                  31.77仲　紗友菜(ﾅｶ ｻﾕﾅ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ478 女子高校(2年) 17 春日部共栄高 2:13.13神田　紗来(ｶﾝﾀﾞ ｻﾗ)

自由形　　　 100mＣＳ477 女子高校(3年) 17 春日部共栄高   56.66角野　優莉(ｶｸﾉ ﾕｳﾘ)

自由形　　　  50mＣＳ女子高校(3年) 17 春日部共栄高   26.84

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下476 男子小学(5年) 10                  34.05小藤　良太(ｺﾌｼﾞ ﾘｮｳﾀ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳475 男子小学(6年) 11                1:04.94関　竜太郎(ｾｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ)

474 男子中学(1年) 13               時田　恵多(ﾄｷﾀﾞ ｹｲﾀ)

473 男子中学(2年) 14               加藤　宏哉(ｶﾄｳ ｺｳﾔ)

バタフライ　 100m１３～１４歳472 男子中学(3年) 14                  58.17白石　陽人(ｼﾗｲｼ ﾊﾙﾄ)

471 男子中学(3年) 14               髙橋沙也斗(ﾀｶﾊｼ ｻﾔﾄ)

自由形　　　  50m１５～１６歳470 男子高校(2年) 16 春日部共栄高   24.04村田　晴秋(ﾑﾗﾀ ｾｲｼｭｳ)

11643：U.I.SC          (U.I.SC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下480 女子小学(5年) 10                2:37.07荒畑　　宴(ｱﾗﾊﾀ ｳﾀ)

11644：SPARK           (SPARK          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ481 女子高校(2年) 17 埼玉栄高校   26.75白井　　遥(ｼﾗｲ ﾊﾙｶ)

11652：CS桶川北本      (CSｷﾀﾓﾄ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳482 女子小学(6年) 12                  35.48渡辺　優衣(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:14.52

11656：オアシス浦和    (ｵｱｼｽｳﾗﾜ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳486 女子小学(6年) 12                  27.72鈴木　杏梨(ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  34.66

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳485 女子中学(1年) 12                  30.87木島　幸乃(ｷｼﾞﾏ ﾕｷﾉ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:06.51

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳484 女子中学(2年) 13                2:14.61田島ありす(ﾀｼﾞﾏ ｱﾘｽ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                1:02.87

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳483 男子高校(1年) 15                  56.18山下　理久(ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ)

11659：スウィン美園    (ｽｳｨﾝﾐｿﾉ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200m１５～１６歳490 女子中学(3年) 15                2:13.38諏訪　叶夢(ｽﾜ ｶﾉﾝ)

自由形　　　 400m１５～１６歳489 女子高校(1年) 15 埼玉栄高校 4:17.73西野　沙耶(ﾆｼﾉ ｻﾔ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ488 女子高校(2年) 17 栄東高 1:12.02中村　光来(ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ487 男子高校(2年) 17 慶應志木高 1:01.68亀井　颯大(ｶﾒｲ ｿｳﾀ)
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11661：ﾋｭｰﾏﾝにいざ     (ﾋｭｰﾏﾝﾆｲｻ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳491 男子中学(1年) 12                2:05.69岡田　康汰(ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ)

11662：コナミ入間      (ｺﾅﾐｲﾙﾏ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下492 女子小学(5年) 10                  31.96西村　怜子(ﾆｼﾑﾗ ﾚｲｺ)

11983：埼玉栄中(ｻｲﾀﾏｻｶｴﾁｭｳ)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳493 男子中学(3年) 15    24.36竹下　京将(ﾀｹｼﾀ ｷｮｳｽｹ)

12：千  葉

12501：ｾﾝﾄﾗﾙ谷津       (ｾﾝﾄﾗﾙﾔﾂ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

499 女子中学(2年) 13               岡田　環和(ｵｶﾀﾞ ｶﾝﾅ)

498 女子中学(2年) 13               榎本　羽純(ｴﾉﾓﾄ ﾊｽﾐ)

個人メドレー 200m１３～１４歳497 女子中学(3年) 14                2:19.82竹林　杏心(ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｺ)

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14                4:53.02

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳496 女子中学(3年) 14                1:03.41海老原千尋(ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁﾋﾛ)

個人メドレー 200m１５～１６歳495 男子高校(2年) 16 成田高校 2:07.19三枝　春陽(ｻｴｸﾞｻ ﾊﾙﾋ)

個人メドレー 400m１５～１６歳男子高校(2年) 16 成田高校 4:30.76

自由形　　　 100mＣＳ494 男子高校(3年) 18                  51.62伊藤　　慧(ｲﾄｳ ｹｲ)

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 18                2:01.25

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 18                  53.78

12506：曽谷ｾﾝﾄﾗﾙ       (ｿﾔｾﾝﾄﾗﾙ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

505 女子小学(4年) 9               宮沢　和花(ﾐﾔｻﾞﾜ ﾜｶ)

504 女子小学(4年) 10               西澤　彩佳(ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾔｶ)

503 女子小学(5年) 10               堤　　愛莉(ﾂﾂﾐ ｱｲﾘ)

自由形　　　  50m１０歳以下502 女子小学(5年) 10                  27.82山根　有葵(ﾔﾏﾈ ﾕｷ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  30.65

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  28.60

自由形　　　 100m１１～１２歳501 男子中学(1年) 12                  57.44久永　和平(ﾋｻﾅｶﾞ ﾜﾍｲ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.47

自由形　　　 100m１５～１６歳500 男子高校(2年) 16                  51.20佐藤　魁将(ｻﾄｳ ｶｲﾄ)

12507：ＣＡＣＳＳ      (CACSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳513 女子中学(1年) 12                  29.99横田　珠季(ﾖｺﾀ ﾀﾏｷ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.73

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:04.25

個人メドレー 200m１０歳以下512 男子小学(5年) 10                2:34.75長村　陽央(ﾅｶﾞﾑﾗ ﾋﾛ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.84

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.67

自由形　　　 100m１１～１２歳511 男子中学(1年) 12                  57.91大野　健太(ｵｵﾉ ｹﾝﾀ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:01.86

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.05

510 男子中学(1年) 13               金坂　友俐(ｶﾈｻｶ ﾕｳﾘ)
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509 男子中学(1年) 13               長村　遙埜(ﾅｶﾞﾑﾗ ﾊﾙﾔ)

508 男子中学(2年) 14               野田　凌眞(ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾏ)

自由形　　　 400m１３～１４歳507 男子中学(3年) 14                3:58.43横田　赳大(ﾖｺﾀ ﾀｹﾋﾛ)

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:52.56

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  25.18

506 男子中学(3年) 14               菅野　玄唯(ｶﾝﾉ ｹﾞﾝｲ)

12511：アーデル        (ｱｰﾃﾞﾙ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200mＣＳ514 女子高校(2年) 17                2:11.64野口　美羽(ﾉｸﾞﾁ ﾐｳ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(2年) 17                1:01.38

12514：VERDI           (VERDI          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳524 女子中学(1年) 12                1:00.99山﨑帆乃佳(ﾔﾏｻﾞｷ ﾎﾉｶ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.74

523 女子中学(1年) 12               守屋　千優(ﾓﾘﾔ ﾁﾋﾛ)

522 女子中学(1年) 12               齋藤　そら(ｻｲﾄｳ ｿﾗ)

自由形　　　  50m１１～１２歳521 女子中学(1年) 12                  27.97久保田結唯(ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:01.12

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:10.26

520 女子中学(1年) 12               北野　瑞季(ｷﾀﾉ ﾐｽﾞｷ)

自由形　　　  50m１３～１４歳519 女子中学(1年) 13                  27.19柴田　心菜(ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ)

518 男子高校(3年) 17               清水　義仁(ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾄ)

自由形　　　 200mＣＳ517 男子高校(3年) 18                1:50.31久保　翔希(ｸﾎﾞ ｼｮｳｷ)

516 男子高校(3年) 18               鈴木　光瑠(ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ)

515 男子高校(3年) 18               新井　陽向(ｱﾗｲ ﾋｭｳｶﾞ)

12518：ＢＩＧ木更津    (BIGｷｻﾗﾂﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳525 女子高校(2年) 16                  26.42在原にいな(ｱﾘﾊﾗ ﾆｲﾅ)

12521：稲毛インター    (ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳536 女子中学(1年) 13                1:02.13桑田　奈々(ｸﾜﾀ ﾅﾅ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳535 女子中学(2年) 13                1:03.36関　咲也子(ｾｷ ｻﾔｺ)

バタフライ　 100m１３～１４歳534 女子中学(2年) 14                1:02.53阪井　智帆(ｻｶｲ ﾁﾎ)

533 女子中学(2年) 14               清水　葵衣(ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ)

バタフライ　 100m１３～１４歳532 女子中学(3年) 14 昭和学院中 1:01.55大住　煌華(ｵｵｽﾐ ｷﾗｶ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14 昭和学院中 2:13.17

531 女子中学(3年) 14               倉谷　夏未(ｸﾗﾀﾆ ﾅﾂﾐ)

バタフライ　 100m１５～１６歳530 女子高校(2年) 16 和洋国府台 1:01.35平岡かえで(ﾋﾗｵｶ ｶｴﾃﾞ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ529 女子高校(2年) 17 和洋国府台 1:10.63三條　蒼葉(ｻﾝｼﾞｮｳ ｱｵﾊﾞ)

自由形　　　 800mＣＳ528 女子高校(3年) 17 千葉明徳 8:45.56黒﨑　莉帆(ｸﾛｻｷ ﾘﾎ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳527 男子中学(3年) 15                2:11.30尾﨑　大和(ｵｻﾞｷ ﾔﾏﾄ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                1:00.75

個人メドレー 200m１５～１６歳526 男子高校(1年) 15 千葉商大付 2:03.57土屋　海人(ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ)

個人メドレー 400m１５～１６歳男子高校(1年) 15 千葉商大付 4:22.35
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12523：ﾙﾈｻﾝｽ土気       (ﾙ･ﾄｹ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳539 女子中学(1年) 12                  29.22亀卦川友彩(ｷｹｶﾞﾜ ﾕｲ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下538 男子小学(5年) 10                  33.79矢野　正太(ﾔﾉ ｼｮｳﾀ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.96

自由形　　　  50m１０歳以下537 男子小学(5年) 10                  30.28鵜澤　拓也(ｳｻﾞﾜ ﾀｸﾔ)

12526：Nalu Aquatic    (NaluAC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳541 男子高校(1年) 16                1:51.23齋藤　誓成(ｻｲﾄｳ ｾﾅ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16                2:07.10

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳540 男子高校(2年) 16                1:02.20麻生　大貴(ｱｻｵ ﾀﾞｲｷ)

12528：柏洋・柏        (ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳548 女子中学(1年) 12                2:10.76関　恵梨紗(ｾｷ ｴﾘｻ)

547 女子中学(1年) 13               沼田　美海(ﾇﾏﾀ ﾐﾐ)

546 女子中学(1年) 13               遠藤帆乃佳(ｴﾝﾄﾞｳ ﾎﾉｶ)

自由形　　　 100m１３～１４歳545 女子中学(3年) 14                  57.98野崎　美桜(ﾉｻﾞｷ ﾐｵ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:18.27

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:03.79

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳544 女子中学(3年) 14                1:02.69植松　愛花(ｳｴﾏﾂ ﾏﾅｶ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:16.81

個人メドレー 200m１５～１６歳543 女子中学(3年) 15                2:17.63佐野　釉菜(ｻﾉ ﾕﾅ)

バタフライ　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15                2:12.20

自由形　　　1500mＣＳ542 男子高校(3年) 17 市川高校15:02.85蔵本　大和(ｸﾗﾓﾄ ﾔﾏﾄ)

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17 市川高校 1:49.57

自由形　　　 400mＣＳ男子高校(3年) 17 市川高校 3:56.50

12529：柏洋・南        (ﾊｸﾖｳ･ﾐﾅﾐ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１３～１４歳549 男子中学(2年) 14                  53.35三浦　大志(ﾐｳﾗ ﾀｲｼ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:07.24

12531：花見川ＳＣ      (ﾊﾅﾐｶﾞﾜSC       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１５～１６歳550 男子高校(2年) 16                  52.61中村　海晟(ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ)

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  23.64

12532：茂原スポーツ    (ﾓﾊﾞﾗSPC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下551 男子小学(5年) 10                  34.62武田　拓巳(ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾐ)

12541：コナミ五香      (ｺﾅﾐｺﾞｺｳ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳553 女子中学(2年) 14                  26.81亀澤　奏良(ｶﾒｻﾞﾜ ｿﾗ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下552 男子小学(5年) 10                  37.12小林　郁帆(ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾎ)

12545：ｾﾝﾄﾗﾙ流山       (CSﾅｶﾞﾚﾔﾏ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳555 女子中学(3年) 14                1:12.48坂田　紗来(ｻｶﾀ ｻﾗ)
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個人メドレー 200m１３～１４歳555 女子中学(3年) 14                2:19.46坂田　紗来(ｻｶﾀ ｻﾗ)

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14                4:51.20

自由形　　　  50m１５～１６歳554 男子高校(1年) 15                  23.64田嶋　直志(ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｼ)

12546：ﾙﾈｻﾝｽ幕張       (ﾙ･ﾏｸﾊﾘ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳560 女子中学(1年) 12                  27.19大鰐　心寧(ｵｵﾜﾆ ｺｺﾈ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:05.51

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  28.99

559 男子小学(6年) 11               玉川　裕都(ﾀﾏｶﾞﾜ ﾕｳﾄ)

558 男子小学(6年) 12               園田　　圭(ｿﾉﾀﾞ ｹｲ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳557 男子小学(6年) 12                1:04.73黒田　瑛斗(ｸﾛﾀﾞ ｴｲﾄ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳556 男子中学(1年) 12                  30.93森下　周馬(ﾓﾘｼﾀ ｼｭｳﾏ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  25.93

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:10.50

12550：ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS松戸    (DSCﾏﾂﾄﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下562 女子小学(5年) 10                  32.19関根　愛奈(ｾｷﾈ ｴﾅ)

バタフライ　  50m１１～１２歳561 男子中学(1年) 12                  28.10井上　絢心(ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾝ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:02.33

12555：ウスイＳＣ      (ｳｽｲsc          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下563 男子小学(5年) 10                  29.77出山　俊介(ｲﾃﾞﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.20

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:39.98

12559：ＥＡＳＴ        (EAST           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳565 女子中学(1年) 12                1:00.05町山　美空(ﾏﾁﾔﾏ ﾐｿﾗ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:10.15

バタフライ　 200m１５～１６歳564 男子高校(1年) 16                2:00.58町山　哲太(ﾏﾁﾔﾏ ﾃｯﾀ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16                  54.92

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16                2:03.77

12562：ﾙﾈｻﾝｽ銚子       (ﾙ･ﾁｮｳｼ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ566 男子高校(3年) 17                  23.04砂村　光彦(ｽﾅﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17                  51.89

自由形　　　  50mＣＳ567 男子高校(3年) 17                  23.57砂村　明彦(ｽﾅﾑﾗ ｱｷﾋｺ)

12563：東金インター    (ﾄｳｶﾞﾈｲﾝﾀ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳569 女子中学(1年) 12                  30.85久保　綺音(ｸﾎﾞ ｱﾔﾈ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.45

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下568 男子小学(5年) 10                  34.35板倉　　遼(ｲﾀｸﾗ ﾘｮｳ)

12571：コナミ津田沼    (ｺﾅﾐﾂﾀﾞﾇﾏ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下573 女子小学(5年) 10                  32.65北河　咲良(ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾗ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  30.19
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平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳572 女子小学(5年) 11                  34.67小林　千夏(ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ)

自由形　　　 100mＣＳ571 女子高校(3年) 17                  57.87野村　奈緒(ﾉﾑﾗ ﾅｵ)

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:04.51

自由形　　　  50mＣＳ570 男子高校(3年) 17                  23.81大橋　一毅(ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｷ)

12572：ユアー習志野    (ﾕｱｰﾅﾗｼﾉ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳574 男子中学(1年) 12                1:04.94松原　佑汰(ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ)

12575：ﾙﾈｻﾝｽ八日市     (ﾙ･ﾖｳｶｲﾁﾊ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳577 女子小学(6年) 12                  31.74田村　蒔乃(ﾀﾑﾗ ﾏｷﾉ)

自由形　　　  50m１３～１４歳576 女子中学(2年) 13                  26.84嶋倉　蓮菜(ｼﾏｸﾗ ﾚﾅ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                  58.09

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳575 男子小学(6年) 12                  30.16山﨑　啓輔(ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ)

12588：ＫＣＣ鴨川      (ｶﾓｶﾞﾜ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳579 女子中学(1年) 12                  27.45杉田　穏南(ｽｷﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾅ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  59.52

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  33.70

自由形　　　 100m１１～１２歳578 女子中学(1年) 12                1:01.03山内　　凛(ﾔﾏｳﾁ ﾘﾝ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.21

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  26.84

12589：イトマン千葉    (ｲﾄﾏﾝﾁﾊﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳580 女子高校(1年) 16                1:10.57戸田　万喜(ﾄﾀﾞ ﾏｷ)

12594：天王台ミナト    (ﾐﾅﾄｽﾎﾟｰﾂ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１３～１４歳582 女子中学(3年) 14                2:04.27青嶋　柚香(ｱｵｼﾏ ﾕｽﾞｶ)

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14                4:21.14

自由形　　　  50m１５～１６歳581 男子高校(1年) 15 成田高校   24.17大久保奏和(ｵｵｸﾎﾞ ｶﾅﾄ)

12600：ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     (CSﾐﾅﾐｷﾞｮ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳591 女子小学(6年) 11                  30.91森田　紗蘭(ﾓﾘﾀ ｻﾗ)

自由形　　　  50m１３～１４歳590 女子中学(2年) 14                  26.36宇佐見風佳(ｳｻﾐ ﾌｳｶ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:05.19

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  57.65

589 女子中学(3年) 15               山川　璃子(ﾔﾏｶﾜ ﾘｺ)

588 女子高校(2年) 16               佐藤　瑠菜(ｻﾄｳ ﾙﾅ)

自由形　　　 100mＣＳ587 女子高校(3年) 17                  57.20清水アマネ(ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 17                1:01.04

背泳ぎ　　　 100mＣＳ586 女子高校(3年) 17                1:02.70笹生　舞琳(ｻｿｳ ﾏﾘﾝ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:16.45

自由形　　　  50m１０歳以下585 男子小学(5年) 10                  26.83宇佐見颯大(ｳｻﾐ ｿｳﾀ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  35.44

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  30.95

個人メドレー 400m１５～１６歳584 男子中学(3年) 15                4:30.03森田　碧大(ﾓﾘﾀ ｱｵｲ)
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個人メドレー 200m１５～１６歳584 男子中学(3年) 15                2:05.98森田　碧大(ﾓﾘﾀ ｱｵｲ)

バタフライ　 100mＣＳ583 男子高校(3年) 18                  55.38加藤　弘晴(ｶﾄｳ ｺｳｾｲ)

12602：ﾌﾟﾚｵﾝ船橋       (ﾌﾟﾚｵﾝﾌﾅﾊ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ592 女子高校(3年) 17 昭和学院高校 1:01.05鴇田　未来(ﾄｷﾀ ﾐｸ)

12604：ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉      (JACﾁﾊﾞ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳595 女子中学(1年) 12                  59.76中島　理沙(ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｻ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:08.19

自由形　　　  50m１３～１４歳594 女子中学(3年) 14                  26.55加藤　真希(ｶﾄｳ ﾏｷ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  56.84

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:05.53

自由形　　　 400m１５～１６歳593 女子高校(2年) 16                4:13.34内田　百奏(ｳﾁﾀﾞ ﾎﾉｶ)

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:01.61

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(2年) 16                8:44.53

12606：君津MSC         (ｷﾐﾂMSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳597 女子小学(6年) 11                2:10.12溝口　裕唯(ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｲ)

バタフライ　 100m１３～１４歳596 男子中学(2年) 14                  58.36諸永　遥己(ﾓﾛﾅｶﾞ ﾊﾙｷ)

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:06.62

12617：CS千葉みなと    (CSﾁﾊﾞﾐﾅﾄ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下598 女子小学(5年) 10                  30.06今関　彩子(ｲﾏｾﾞｷ ｱﾔｺ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:37.75

12622：JSSおゆみ野     (JSSｵﾕﾐﾉ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳599 女子中学(2年) 14                2:32.81進　　美優(ｼﾝ ﾐﾕｳ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                1:13.44

12623：ｾﾝﾄﾗﾙ新浦安     (ｾ･ｼﾝｳﾗﾔｽ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳600 女子中学(1年) 12                  27.86武藤　望乃(ﾑﾄｳ ﾉﾉ)

13：東  京

13031：都・駒場        (ｺﾏﾊﾞ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１５～１６歳602 男子高校(2年) 16 東京ＤＣ   51.60村上　稜芽(ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｶﾞ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16 東京ＤＣ   55.24

背泳ぎ　　　 100mＣＳ601 男子高校(2年) 17 アクラブ調布   57.87松下　　湊(ﾏﾂｼﾀ ﾐﾅﾄ)

13219：武蔵野(ﾑｻｼﾉ)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

2379 女子高校(1年) 15二宮　歩希(ﾆﾉﾐﾔ ﾎﾏﾚ)

自由形　　　  50m１５～１６歳606 女子高校(1年) 16 Style1   26.23西場　天子(ﾆｼﾊﾞ ﾃﾝｺ)

バタフライ　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16 Style1 1:00.35

バタフライ　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16 Style1 2:14.58

2378 女子高校(2年) 17田川　結渚(ﾀｶﾞﾜ ﾕｲﾅ)
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自由形　　　 100mＣＳ605 女子高校(2年) 17                  56.48上垣こころ(ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ)

自由形　　　  50mＣＳ女子高校(2年) 17                  26.17

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳604 男子高校(2年) 16                2:13.10森山　　昊(ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ)

個人メドレー 200mＣＳ603 男子高校(2年) 17                2:01.61堀　　敬裕(ﾎﾘ ｹｲｽｹ)

13236：日大豊山        (ﾌﾞｻﾞﾝ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１５～１６歳623 男子高校(1年) 15                  54.83大島　統偉(ｵｵｼﾏ ﾄｳｲ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳622 男子高校(1年) 15                1:04.60森田　瑛斗(ﾓﾘﾀ ｴｲﾄ)

自由形　　　 200m１５～１６歳621 男子高校(1年) 16                1:53.16小林　恒輝(ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(1年) 16                4:00.16

個人メドレー 400m１５～１６歳620 男子高校(2年) 16                4:24.34今村　陽向(ｲﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:04.03

自由形　　　 200m１５～１６歳619 男子高校(2年) 16                1:53.72松井　理宇(ﾏﾂｲ ﾘｳ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  50.00

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  23.22

バタフライ　 200m１５～１６歳618 男子高校(2年) 16                2:00.74大塚　永耀(ｵｵﾂｶ ｴｲｷ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  55.17

自由形　　　 200m１５～１６歳617 男子高校(2年) 16                1:51.85錦織　孟徳(ﾆｼｷｵﾘ ﾓｳﾄｸ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  50.99

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  57.71

自由形　　　 200m１５～１６歳616 男子高校(2年) 16                1:54.26髙清水優大(ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

バタフライ　 100m１５～１６歳615 男子高校(2年) 16                  56.12福田　乃斗(ﾌｸﾀﾞ ﾅｲﾄ)

バタフライ　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:03.11

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:06.50

自由形　　　 200mＣＳ614 男子高校(2年) 17                1:53.00光永　翔音(ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(2年) 17                  53.68

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(2年) 17                  23.58

バタフライ　 200mＣＳ613 男子高校(2年) 17                2:00.70岩永　吉平(ｲﾜﾅｶﾞ ｷｯﾍﾟｲ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(2年) 17                  55.14

自由形　　　 400mＣＳ612 男子高校(3年) 17                3:57.36池上　泰正(ｲｹｶﾞﾐ ﾀｲｾｲ)

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                1:51.41

自由形　　　 400mＣＳ611 男子高校(3年) 17                3:59.48松藤　和輝(ﾏﾂﾌｼﾞ ｶｽﾞｷ)

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                1:49.98

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17                  51.83

背泳ぎ　　　 200mＣＳ610 男子高校(3年) 17                1:59.29中嶌　理貴(ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17                  58.03

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17                  51.92

自由形　　　 200mＣＳ609 男子高校(3年) 18                1:52.22満園　　瑛(ﾐﾂｿﾞﾉ ｱｷﾗ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18                  51.49

平泳ぎ　　　 100mＣＳ608 男子高校(3年) 18                1:03.03稲澤　駿斗(ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ)

自由形　　　1500mＣＳ607 男子高校(3年) 18               15:33.64碓井　創太(ｳｽｲ ｿｳﾀ)

自由形　　　 400mＣＳ男子高校(3年) 18                3:57.14

13239：日体大荏原      (ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ624 女子高校(3年) 17                1:10.33丹治美奈子(ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 17                1:00.67

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:12.89
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13262：目黒日大        (ﾒｸﾞﾛNU         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 400m１５～１６歳630 女子高校(1年) 15                4:53.11古川いろは(ﾌﾙｶﾜ ｲﾛﾊ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15                2:19.01

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15                2:13.88

自由形　　　 100m１５～１６歳629 男子高校(2年) 16                  51.29髙山　　凰(ﾀｶﾔﾏ ｺｳ)

自由形　　　  50m１５～１６歳628 男子高校(2年) 16                  24.01杉浦優一朗(ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  52.37

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                1:51.84

627 男子高校(3年) 17               城戸　裕貴(ｷﾄﾞ ﾕｳｷ)

626 男子高校(3年) 17               森本　洸誠(ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｾｲ)

625 男子高校(3年) 18               高山　　蓮(ﾀｶﾔﾏ ﾚﾝ)

13460：武蔵野中        (ﾑｻｼﾉ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１３～１４歳632 女子中学(2年) 13                2:18.72磯畑　麗桜(ｲｿﾊﾀ ﾚｵ)

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(2年) 13                4:52.47

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳631 女子中学(3年) 14 ロンド成増 1:12.84藤田向日葵(ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14 ロンド成増 2:35.85

13504：ｲﾄﾏﾝ東伏見      (ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳640 女子小学(6年) 12                  27.75内山　和奏(ｳﾁﾔﾏ ﾜｶﾅ)

自由形　　　  50m１１～１２歳639 女子中学(1年) 12                  27.63土井　羽奈(ﾄﾞｲ ﾊﾅ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.52

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  59.63

自由形　　　 400mＣＳ638 女子高校(3年) 18 日大二 4:14.31松﨑　りん(ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ)

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(3年) 18 日大二 8:51.48

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(3年) 18 日大二 4:42.86

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳637 男子中学(1年) 12                1:05.05藤田　拓希(ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:10.95

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:18.63

個人メドレー 200mＣＳ636 男子高校(2年) 17 淑徳巣鴨 2:02.21中川　雅嗣(ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾂｸﾞ)

個人メドレー 200mＣＳ635 男子高校(3年) 18 八王子高校 1:59.88飯田　光達(ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18 八王子高校   57.40

個人メドレー 400mＣＳ男子高校(3年) 18 八王子高校 4:11.23

633 男子高校(3年) 18               中谷　風希(ﾅｶﾔ ﾌｳｷ)

634 男子高校(3年) 18               中谷　悠空(ﾅｶﾔ ﾕｳｸ)

13508：金田立川立飛    (ｶﾈﾀﾞﾀﾁﾋ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下644 女子小学(5年) 10                  29.44三宮　　蘭(ｻﾝﾐﾔ ﾗﾝ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  32.08

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:37.95

自由形　　　  50m１０歳以下643 男子小学(4年) 10                  29.76香川　朔忠(ｶｶﾞﾜ ｻｸﾀﾀﾞ)

自由形　　　  50m１１～１２歳642 男子小学(6年) 12                  25.82佐藤　励磨(ｻﾄｳ ﾚｲﾏ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  57.29

バタフライ　 200m１３～１４歳641 男子中学(3年) 14                2:06.52村田　睦月(ﾑﾗﾀ ﾑﾂｷ)
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13509：アクラブ調布    (AQLUB CH       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳648 女子高校(1年) 15 八王子高校 1:10.68磯野　真優(ｲｿﾉ ﾏﾕ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ647 女子高校(3年) 17 八王子高校 1:10.63鳥住　真希(ﾄﾘｽﾞﾐ ﾏｷ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ646 女子高校(3年) 18 芦花 1:09.46鈴木　実咲(ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18 芦花 2:30.24

自由形　　　 200m１１～１２歳645 男子中学(1年) 12                2:05.36南畑　遥輝(ﾐﾅﾐﾊﾀ ﾊﾙｷ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:02.78

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.89

13510：金町ＳＣ        (ｶﾅﾏﾁSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下672 女子小学(5年) 10                  37.98東泉　美音(ﾄｳｾﾝ ﾐｵﾝ)

自由形　　　  50m１０歳以下671 女子小学(5年) 10                  30.04深沢　理心(ﾌｶｻﾜ ﾘｺ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳670 女子中学(1年) 12                1:15.32岡田　七海(ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  34.96

669 女子中学(2年) 13               菊池　　遥(ｷｸﾁ ﾖｳ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳668 女子中学(2年) 14                2:35.12浅輪　帆花(ｱｻﾜ ﾎﾉｶ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                1:11.55

自由形　　　  50m１３～１４歳667 女子中学(2年) 14                  26.83大森　美桜(ｵｵﾓﾘ ﾐｵ)

バタフライ　 200m１３～１４歳666 女子中学(3年) 14                2:18.31福井ひより(ﾌｸｲ ﾋﾖﾘ)

自由形　　　 200m１５～１６歳665 女子高校(1年) 15                2:02.52川俣　　紬(ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 15                  57.09

664 女子高校(1年) 15               朝倉　茉咲(ｱｻｸﾗ ﾐｸ)

個人メドレー 200m１５～１６歳663 女子高校(2年) 16                2:15.70飯田　愛心(ｲｲﾀﾞ ｱｺ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                1:11.93

バタフライ　 100mＣＳ662 女子高校(2年) 17                1:00.90市川　倫子(ｲﾁｶﾜ ﾐｺ)

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(2年) 17                2:13.10

661 男子小学(4年) 9               新矢羽空丸(ｼﾝﾔ ﾜｸﾏﾙ)

660 男子小学(4年) 9               木下　晴人(ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ)

自由形　　　  50m１０歳以下659 男子小学(5年) 10                  29.90水谷　　蓮(ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚﾝ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.61

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:34.57

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下658 男子小学(5年) 10                  33.50福井　陽彩(ﾌｸｲ ﾋｲﾛ)

657 男子小学(6年) 11               木下　祐人(ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ)

656 男子小学(6年) 12               白濱　碧太(ｼﾗﾊﾏ ｿｳﾀ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳655 男子小学(6年) 12                  32.77小松　佑樹(ｺﾏﾂ ﾕｳｷ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:12.15

654 男子中学(1年) 12               福井　陽向(ﾌｸｲ ﾋﾅﾀ)

個人メドレー 200m１１～１２歳653 男子中学(1年) 12 立教池袋中学 2:15.11菊谷　侑杜(ｷｸﾀﾆ ﾕｳﾄ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12 立教池袋中学 1:06.66

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12 立教池袋中学   31.55

652 男子中学(2年) 13               藤川　大輝(ﾌｼﾞｶﾜ ﾀﾞｲｷ)

651 男子中学(2年) 13               菊池　　有(ｷｸﾁ ﾕｳ)

2380 男子中学(2年) 14田鍋　塁大(ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳650 男子中学(3年) 14                  58.73田口　聖空(ﾀｸﾞﾁ ｾｱ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:07.95

自由形　　　 100m１３～１４歳649 男子中学(3年) 14                  52.81川目　柊陽(ｶﾜﾒ ﾄｳﾔ)
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13511：ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬       (ｾﾝﾄﾗﾙｷﾖｾ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下681 女子小学(5年) 10                  33.24江口　結彩(ｴｸﾞﾁ ﾕｲ)

個人メドレー 200m１１～１２歳680 女子小学(5年) 11                2:24.90曳地　夏芽(ﾋｷﾁ ﾅﾂﾒ)

自由形　　　  50m１１～１２歳679 女子小学(6年) 11                  27.84藤原　　洵(ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 11                  33.86

678 女子小学(6年) 12               山田佳桜里(ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳677 女子中学(1年) 12                  29.02栗原　紗玖(ｸﾘﾊﾗ ｻｸ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:06.63

バタフライ　 100m１３～１４歳676 女子中学(1年) 13                1:02.13山村　乙夏(ﾔﾏﾑﾗ ｵﾄｶ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳675 女子中学(2年) 14                1:03.89福島　可絵(ﾌｸｼﾏ ｶｴ)

自由形　　　 200m１５～１６歳674 女子高校(2年) 16                2:02.70山﨑　くみ(ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾐ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳673 女子高校(2年) 16                1:02.36澤　　響花(ｻﾜ ｷｮｳｶ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:16.02

13512：ﾙﾈｻﾝｽ早稲田     (ﾙ･ﾜｾﾀﾞ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下683 女子小学(4年) 9                  32.74屋代　帆花(ﾔｼﾛ ﾎﾉｶ)

自由形　　　  50m１０歳以下682 女子小学(5年) 10                  29.44佐藤　　澪(ｻﾄｳ ﾘｮｳ)

13523：太陽教育ＳＣ    (TKSC           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下691 女子小学(5年) 10                  37.67大沼寿利亜(ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭﾘｱ)

個人メドレー 200m１０歳以下690 女子小学(5年) 10                2:36.95松尾明日香(ﾏﾂｵ ｱｽｶ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.80

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  28.98

自由形　　　  50m１０歳以下689 男子小学(5年) 10                  29.37南　　徹平(ﾐﾅﾐ ﾃｯﾍﾟｲ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  37.37

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.39

688 男子中学(2年) 14               井上　勝太(ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ)

687 男子中学(3年) 14               飯野　開成(ｲｲﾉ ｶｲｾｲ)

個人メドレー 200m１３～１４歳686 男子中学(3年) 14                2:08.55林　　融希(ﾊﾔｼ ﾕｳｷ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:18.87

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:03.55

685 男子中学(3年) 14               山崎　太雅(ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ)

バタフライ　 100m１５～１６歳684 男子高校(2年) 16                  55.00石川　大起(ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  50.53

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  22.92

13527：Ａ＆Ａ西東京    (A&Aﾆｼﾄｳｷ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳696 女子小学(6年) 11                  34.56鳥居　絢歌(ﾄﾘｲ ｱﾔｶ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳695 女子中学(2年) 13                1:11.81森田　陽奈(ﾓﾘﾀ ﾋﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳694 女子中学(3年) 15                1:10.56山瀬　陽菜(ﾔﾏｾ ﾋﾅ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15                2:30.09

バタフライ　 100m１５～１６歳693 女子高校(1年) 16                1:01.59小森　香穂(ｺﾓﾘ ｶﾎ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳692 女子高校(2年) 16 武蔵野北高校 1:01.76森田　奈々(ﾓﾘﾀ ﾅﾅ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 武蔵野北高校 2:11.25
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13528：ＪＳＳ立石      (JSSﾀﾃｲｼ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下701 女子小学(4年) 9                  37.55松永　帆南(ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾝﾅ)

バタフライ　 100m１１～１２歳700 女子小学(6年) 12                1:05.38坂下里緒菜(ｻｶｼﾀ ﾘｵﾅ)

自由形　　　  50m１０歳以下699 男子小学(5年) 10                  28.11村田琉之介(ﾑﾗﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  33.03

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:36.16

バタフライ　 100m１３～１４歳698 男子中学(3年) 14                  58.00三田涼太朗(ﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ697 男子高校(2年) 17                1:03.64横山洸一郎(ﾖｺﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(2年) 17                2:16.19

13530：東京ＳＣ        (ﾄｳｷｮｳSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下740 女子小学(4年) 10                2:37.49久保仁衣菜(ｸﾎﾞ ﾆｲﾅ)

個人メドレー 200m１０歳以下739 女子小学(5年) 10                2:40.16漆原　煌莉(ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｷﾗﾘ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下738 女子小学(5年) 10                  34.79脇谷　七海(ﾜｷﾔ ﾅﾅﾐ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  28.83

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:30.44

737 女子小学(5年) 10               六山かれん(ﾑﾂﾔﾏ ｶﾚﾝ)

個人メドレー 200m１０歳以下736 女子小学(5年) 10                2:37.25小池　侑依(ｺｲｹ ｱｲ)

バタフライ　  50m１１～１２歳735 女子小学(6年) 11                  29.61貫洞友里杏(ｶﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｱ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11                1:05.37

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 11                  31.42

734 女子小学(6年) 12               澤田　倫佳(ｻﾜﾀﾞ ﾐﾁｶ)

733 女子小学(6年) 12               櫻井あゆう(ｻｸﾗｲ ｱﾕｳ)

個人メドレー 200m１１～１２歳732 女子中学(1年) 12                2:25.68菅　　七海(ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:08.32

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:08.00

バタフライ　 100m１１～１２歳731 女子中学(1年) 12                1:05.19岡　　愛子(ｵｶ ｱｲｺ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.97

自由形　　　  50m１１～１２歳730 女子中学(1年) 12                  27.49鯨井あぐり(ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:05.45

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  30.78

729 女子中学(1年) 13               酒葉　理穂(ｻｶﾊﾞ ﾘﾎ)

個人メドレー 200m１３～１４歳728 女子中学(1年) 13                2:21.90堀切　梓彩(ﾎﾘｷﾘ ｱｽﾞｻ)

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(1年) 13                4:56.85

個人メドレー 200m１３～１４歳727 女子中学(2年) 14 武蔵野中 2:22.70斉藤　歩美(ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14 武蔵野中 2:19.69

自由形　　　 400m１３～１４歳726 女子中学(3年) 14                4:24.71竹澤　芦奈(ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  57.28

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:05.44

自由形　　　 100m１３～１４歳725 女子中学(3年) 14                  58.09長谷明日香(ﾊｾ ｱｽｶ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:05.39

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14                4:17.99

個人メドレー 200m１５～１６歳724 女子中学(3年) 15                2:18.66貝瀬　結香(ｶｲｾ ﾕｲｶ)

個人メドレー 400m１５～１６歳女子中学(3年) 15                4:49.58

723 女子高校(1年) 15               ロイド珠里亜(ﾛｲﾄﾞ ｼﾞｭﾘｱ

722 女子高校(1年) 16 武蔵野高校竹澤　瑠珂(ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ)

721 女子高校(1年) 16               黒川　真那(ｸﾛｶﾜ ﾏﾅ)
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個人メドレー 400m１５～１６歳720 女子高校(2年) 16                4:48.59岡本　安未(ｵｶﾓﾄ ｱﾐ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:33.82

719 女子高校(2年) 17               秋原　埜安(ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ)

718 男子小学(3年) 9               瀬藤　雅人(ｾﾄｳ ﾏｻﾄ)

717 男子小学(4年) 10               松下　旺介(ﾏﾂｼﾀ ｵｳｽｹ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下716 男子小学(5年) 10                  37.22渡邉　颯斗(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ)

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:25.96

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  30.74

715 男子小学(5年) 10               永井　歩朋(ﾅｶﾞｲ ｱﾙﾄ)

714 男子小学(5年) 10               平田　暁己(ﾋﾗﾀ ｱｷ)

713 男子小学(6年) 11               吉澤　　謙(ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝ)

個人メドレー 200m１１～１２歳712 男子小学(6年) 12                2:19.72平山　　悠(ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  30.90

自由形　　　 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12                2:05.46

711 男子小学(6年) 12               羽鳥　行哉(ﾊﾄﾘ ﾕｷﾔ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳710 男子中学(1年) 12                1:04.19髙本　　亮(ﾀｶﾓﾄ ﾘｮｳ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  29.83

自由形　　　 200m１３～１４歳709 男子中学(2年) 14                1:55.22竹之内隼人(ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  54.53

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳708 男子中学(2年) 14                2:19.99紅露　ルイ(ｺｵﾛ ﾙｲ)

707 男子中学(3年) 14               柳内　大流(ﾔﾅｳﾁ ﾀﾞｲﾙ)

個人メドレー 400m１３～１４歳705 男子中学(3年) 14 武蔵野中 4:30.85飛知和　渉(ﾋﾁﾜ ｱﾕﾑ)

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14 武蔵野中 2:08.78

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14 武蔵野中 2:15.68

個人メドレー 400m１３～１４歳706 男子中学(3年) 14 武蔵野中 4:31.03飛知和　翔(ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14 武蔵野中 2:18.43

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14 武蔵野中 1:06.65

自由形　　　  50m１３～１４歳704 男子中学(3年) 14                  25.08松本　祐輝(ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ)

自由形　　　  50m１５～１６歳703 男子中学(3年) 15                  24.08塩田　直也(ｼｵﾀ ﾅｵﾔ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                  58.36

自由形　　　 400m１５～１６歳702 男子高校(1年) 15                4:01.37仙北谷　豪(ｾﾝﾎﾞｸﾔ ｺﾞｳ)

13534：東京ＤＣ        (ﾄｳｷｮｳDC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

744 女子小学(6年) 11               山田　朱莉(ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ)

743 女子中学(1年) 12               中田百合子(ﾅｶﾀﾞ ﾕﾘｺ)

742 女子中学(1年) 12               土屋　　愛(ﾂﾁﾔ ｱｲ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳741 女子中学(1年) 12                  31.40佐藤　　渚(ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:07.29

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.82

13537：ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋     (CSｶﾐｲｹ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳746 女子中学(1年) 12                  29.59鍋島　萌花(ﾅﾍﾞｼﾏ ﾓｶ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ745 女子高校(3年) 17                1:00.72岡﨑　友愛(ｵｶｻﾞｷ ﾕｱ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:13.02

13538：ｾﾝﾄﾗﾙ福生       (ｾﾝﾄﾗﾙﾌｯｻ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳748 女子中学(1年) 13                1:01.49石塚　宇海(ｲｼﾂﾞｶ ｳﾐ)
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バタフライ　 200m１３～１４歳748 女子中学(1年) 13                2:10.81石塚　宇海(ｲｼﾂﾞｶ ｳﾐ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳747 男子中学(3年) 14                2:07.56鈴木　彪翔(ｽｽﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ)

13539：アクラブ稲城    (AQLUB IG       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下749 女子小学(5年) 10                  27.93千葉　美涼(ﾁﾊﾞ ﾐｽｽﾞ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.41

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  29.99

13541：藤村ＳＳ        (ﾌｼﾞﾑﾗSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下775 女子小学(3年) 8                  32.16榊原　光莉(ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｶﾘ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(3年) 8                  29.95

個人メドレー 200m１０歳以下774 女子小学(4年) 9                2:34.41藤原　彩路(ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾛ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 9                  29.94

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 9                  37.13

バタフライ　  50m１０歳以下773 女子小学(4年) 10                  31.38藤田　奈央(ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10                  29.95

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10                2:33.70

772 女子小学(5年) 10               多田　希美(ﾀﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ)

771 女子小学(5年) 10               伊沢　夏実(ｲｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ)

自由形　　　  50m１３～１４歳770 女子中学(2年) 13                  27.35中村　美柚(ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                  58.03

個人メドレー 200m１３～１４歳769 女子中学(2年) 14                2:22.68橋本　夏奈(ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  57.65

バタフライ 100m１３～１４歳768 女子中学(2年) 14                1:01.66上田　歩奈(ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳767 女子中学(2年) 14                1:11.18酒井　梨佑(ｻｶｲ ﾘﾕ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  56.69

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  26.05

自由形　　　  50m１３～１４歳766 女子中学(2年) 14                  26.77原　さくら(ﾊﾗ ｻｸﾗ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳765 女子中学(3年) 14                1:09.46牧野　陽菜(ﾏｷﾉ ﾊﾙﾅ)

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                1:01.94

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:29.73

自由形　　　  50m１３～１４歳764 女子中学(3年) 14                  26.72竹村　俐音(ﾀｹﾑﾗ ﾘﾝ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  59.04

自由形　　　  50m１５～１６歳763 女子高校(1年) 15                  26.33加藤　結音(ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 15                  56.77

自由形　　　  50m１５～１６歳762 女子高校(1年) 16                  25.92坂本　千紗(ｻｶﾓﾄ ﾁｻ)

バタフライ　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16                1:00.62

バタフライ　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16                2:15.16

バタフライ　 200m１５～１６歳761 女子高校(2年) 16                2:13.85川名　真央(ｶﾜﾅ ﾏﾋﾛ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳760 女子高校(2年) 16                1:07.81楠田　夢乃(ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ)

バタフライ　 200m１５～１６歳759 女子高校(2年) 16                2:10.83舩木　果音(ﾌﾅｷ ｶﾉﾝ)

バタフライ　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                  59.52

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                  57.15

自由形　　　 100m１５～１６歳758 女子高校(2年) 16                  56.83松井　亜美(ﾏﾂｲ ｱﾐ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ757 女子高校(3年) 17                1:02.37渥美　千穂(ｱﾂﾐ ﾁﾎ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 17                1:01.12

756 女子高校(3年) 17               近藤ジュン(ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ)

自由形　　　  50mＣＳ755 女子高校(3年) 17                  26.15堀籠ひなた(ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ)
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自由形　　　 100mＣＳ755 女子高校(3年) 17                  56.62堀籠ひなた(ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ)

754 男子小学(5年) 11               池畑　絢翔(ｲｹﾊﾀ ｹﾝﾄ)

個人メドレー 200m１１～１２歳753 男子小学(6年) 11                2:18.35山﨑　隼翔(ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 11                1:09.64

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 11                  32.50

752 男子小学(6年) 12               石原　奏虎(ｲｼﾊﾗ ｶﾅﾄﾗ)

個人メドレー 200m１１～１２歳751 男子中学(1年) 12                2:12.51田村　仁人(ﾀﾑﾗ ｼﾞﾝﾄ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.47

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:00.90

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳750 男子中学(2年) 13                2:19.56楠田　聖史(ｸｽﾀﾞ ｾｲｼﾞ)

13542：Ｓｔｙｌｅ１    (Style1         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下776 女子小学(5年) 10                  37.55石井　希実(ｲｼｲ ﾉｿﾞﾐ)

13543：GOLD'SGYM KT    (GOLDSGKT       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳777 女子中学(1年) 12                2:10.67小髙沙也香(ｵﾀﾞｶ ｻﾔｶ)

13545：ﾙﾈｻﾝｽ経堂       (ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳778 男子小学(6年) 12                  57.43松本　大河(ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:02.56

バタフライ　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  28.14

13549：コナミ西葛西    (ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

787 女子小学(5年) 11               根本　羽月(ﾈﾓﾄ ﾊﾙﾅ)

自由形　　　 200m１１～１２歳786 女子中学(1年) 12                2:04.91権田　三実(ｺﾞﾝﾀﾞ ﾐﾐ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:18.67

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.77

自由形　　　 200m１１～１２歳785 女子中学(1年) 12                2:09.01川端美沙毅(ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｻｷ)

784 女子中学(1年) 12               沢田石陽莉(ｻﾜﾀﾞｲｼ ﾋﾏﾘ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下783 男子小学(5年) 10                  37.02白岩　　湊(ｼﾗｲﾜ ﾐﾅﾄ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳782 男子小学(6年) 11                  31.05正木　海翔(ﾏｻｷ ｶｲﾄ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 11                  26.47

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳781 男子小学(6年) 12                  30.05田中　陽路(ﾀﾅｶ ﾋﾛ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  27.05

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳780 男子中学(1年) 12                1:08.32神野　孝城(ｼﾞﾝﾉ ｺｳｷ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  31.62

779 男子中学(1年) 12               大田虎之介(ｵｵﾀ ﾄﾗﾉｽｹ)

13551：ﾄﾞｰﾑ武蔵野      (ﾄﾞｰﾑﾑｻｼﾉ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳790 女子中学(3年) 14                2:16.88増本　黎虹(ﾏｽﾓﾄ ﾚﾅ)

自由形　　　 200m１１～１２歳789 男子中学(1年) 12                2:05.63木立　　遼(ｷﾀﾞﾁ ﾘｮｳ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:18.70

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳788 男子中学(2年) 13 武蔵野中 2:18.41八田幸之介(ﾊｯﾀ ﾕｷﾉｽｹ)
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13552：三菱養和ＳＳ    (ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳811 女子中学(1年) 13                  27.35長田　美羽(ｵｻﾀﾞ ﾐｳ)

自由形　　　 200m１３～１４歳810 女子中学(2年) 13 武蔵野中 2:00.98菅野　凜香(ｶﾝﾉ ﾘﾝｶ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13 武蔵野中   57.36

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13 武蔵野中 1:02.69

809 女子中学(2年) 14               岡田　紅葉(ｵｶﾀﾞ ﾓﾐｼﾞ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳808 女子中学(2年) 14                1:02.84増子　　楽(ﾏｽｺ ｻｻ)

自由形　　　 100m１３～１４歳807 女子中学(2年) 14                  58.19斉藤　美月(ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ)

806 女子中学(2年) 14               成海　幸波(ﾅﾙﾐ ｻﾅ)

自由形　　　 200m１３～１４歳805 女子中学(3年) 14                2:04.24岡沢優里奈(ｵｶｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳804 女子中学(3年) 14                1:02.98浅井　美咲(ｱｻｲ ﾐｻｷ)

バタフライ　 100mＣＳ803 女子高校(3年) 17 淑徳巣鴨   58.32木津喜一花(ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ)

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 17 淑徳巣鴨 2:16.73

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17 淑徳巣鴨 2:02.80

バタフライ　 100mＣＳ802 女子高校(3年) 17 東京朝鮮 1:01.40李　　慧京(ﾘ ﾍｷﾞｮﾝ)

801 男子中学(2年) 13               對馬　健心(ﾂｼﾏ ｹﾝｼﾝ)

800 男子中学(2年) 13               渡邊　陽仁(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ)

799 男子中学(2年) 13               峯岸　俊輔(ﾐﾈｷﾞｼ ｼｭﾝｽｹ)

798 男子中学(2年) 14               滝沢　知哉(ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ)

自由形　　　 100m１５～１６歳797 男子高校(2年) 16                  51.37中島　大悟(ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                1:51.49

バタフライ　 200mＣＳ796 男子高校(2年) 17 明大明治 2:01.80髙尾　彬理(ﾀｶｵ ｱﾝﾘ)

自由形　　　 200mＣＳ795 男子高校(2年) 17                1:49.00堀本聖一郎(ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ)

794 男子高校(3年) 17               宮下　　駿(ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ793 男子高校(3年) 17 武蔵野高校   59.73佐藤　洋輔(ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ)

バタフライ　 100mＣＳ792 男子高校(3年) 18                  53.76山口　遼大(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ)

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(3年) 18                  22.21

個人メドレー 200mＣＳ791 男子高校(3年) 18 淑徳巣鴨 1:59.87熊谷　修吾(ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺﾞ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 18 淑徳巣鴨   54.33

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18 淑徳巣鴨 1:51.86

13553：アクラブ三鷹    (AQLUB MT       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200mＣＳ812 女子高校(2年) 17 八王子高校 2:11.96内藤　花音(ﾅｲﾄｳ ｶﾉﾝ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17 八王子高校   56.85

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(2年) 17 八王子高校   59.32

13555：ロンド東村山    (ﾛﾝﾄﾞHGM        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ814 女子高校(3年) 17                1:01.61渡邉　友香(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ)

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:02.18

自由形　　　  50m１３～１４歳813 男子中学(3年) 14                  25.14廣瀬　莉智(ﾋﾛｾ ﾘﾂ)

13557：ｱｸﾗﾌﾞ堀之内(AQLUB HO)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 800mＣＳ826 女子高校(3年) 17 八王子高校 8:32.22岡村　梨香(ｵｶﾑﾗ ﾘｶ)

自由形　　　 400mＣＳ女子高校(3年) 17 八王子高校 4:13.09

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 17 八王子高校   57.37

825 男子小学(6年) 11               佐々木悠成(ｻｻｷ ﾕｳｾｲ)
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824 男子小学(6年) 11               笹川　　隼(ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ)

823 男子小学(6年) 11               澤本　海楓(ｻﾜﾓﾄ ｶｲｷ)

バタフライ　  50m１１～１２歳822 男子小学(6年) 12                  28.15神尾　星成(ｶﾐｵ ｾﾅ)

821 男子中学(1年) 12               岩田　海颯(ｲﾜﾀ ｶｲﾄ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳820 男子中学(2年) 13                2:07.74細谷　健心(ﾎｿﾔ ｹﾝｼﾝ)

個人メドレー 400m１３～１４歳819 男子中学(2年) 13                4:33.89水町　騎士(ﾐｽﾞﾏﾁ ﾅｲﾄ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                1:00.74

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 13                2:07.90

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳818 男子中学(2年) 14                2:10.45阿部　衣馬(ｱﾍﾞ ｲﾙﾏ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14                1:00.55

817 男子中学(3年) 14               田中　湊人(ﾀﾅｶ ﾐﾅﾄ)

個人メドレー 400m１５～１６歳816 男子高校(1年) 16 八王子高校 4:21.81水町龍太郎(ﾐｽﾞﾏﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ

バタフライ　 100mＣＳ815 男子高校(3年) 17 八王子高校   53.86成嶋　義徳(ﾅﾙｼﾏ ﾖｼﾄｸ)

13560：ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       (ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳836 女子中学(1年) 12                1:00.43髙木　七海(ﾀｶｷﾞ ﾅﾅﾐ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.48

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.42

自由形　　　  50m１３～１４歳835 女子中学(2年) 13                  27.32石坂　琉奈(ｲｼｻﾞｶ ﾙﾅ)

834 女子中学(2年) 14               松本　美花(ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾊﾅ)

833 女子中学(2年) 14               河野　めぐ(ｺｳﾉ ﾒｸﾞ)

832 女子中学(2年) 14               綾部ゆきの(ｱﾔﾍﾞ ﾕｷﾉ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ831 女子高校(2年) 17                1:10.81谷川　由依(ﾀﾆｶﾜ ﾕｲ)

個人メドレー 200m１０歳以下830 男子小学(4年) 10                2:35.62志太　　新(ｼﾀﾞ ｱﾗﾀ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10                  33.78

個人メドレー 200m１１～１２歳829 男子中学(1年) 12                2:13.01櫻井　　陸(ｻｸﾗｲ ﾘｸ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:00.71

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.55

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳828 男子中学(3年) 14                2:19.96嶋田　　悠(ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:03.85

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳827 男子高校(2年) 16                1:02.37岩瀬　侑晟(ｲﾜｾ ﾕｳｾｲ)

13564：ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬    (ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｱ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形 100m１５～１６歳839 女子高校(2年) 16                  56.83小倉　愛加(ｵｸﾞﾗ ｱｲｶ)

自由形 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:02.67

個人メドレー 400m１５～１６歳女子高校(2年) 16                4:47.51

自由形　　　 200m１１～１２歳838 男子小学(5年) 11                2:05.23武藤　　空(ﾑﾄｳ ﾊﾙｶ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳837 男子中学(3年) 14                2:19.90飯塚　佳成(ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:05.58

13567：ＭＹＳ花畑      (MYSﾊﾅﾊﾀ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳840 男子中学(3年) 15                1:51.95長島　彰吾(ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子中学(3年) 15                3:56.02

13568：ル・西国分寺(ﾙﾈｻﾝｽﾆｼｺ)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下842 男子小学(5年) 10  2:36.51小河原　潤(ｺｶﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝ)

自由形　　　  50m１３～１４歳841 男子中学(3年) 14    25.25奥田幸太郎(ｵｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ)
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自由形　　　 100m１３～１４歳841 男子中学(3年) 14    54.04奥田幸太郎(ｵｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ)

13569：ドーム巣鴨      (ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳847 女子高校(1年) 15                1:02.01中島　真緒(ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ846 女子高校(1年) 16                2:13.77金井　梨奈(ｶﾅｲ ﾘﾅ)

バタフライ　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16                2:13.92

バタフライ　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16                1:01.59

個人メドレー 200m１５～１６歳845 女子高校(1年) 16                2:17.48山内　真凛(ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ)

自由形　　　  50m１０歳以下844 男子小学(5年) 10                  29.75鈴木　陽向(ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  33.67

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳843 男子高校(2年) 16                  57.46千葉　佑斗(ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:04.32

13570：八王子ＳＣ      (ﾊﾁｵｳｼﾞSC       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳848 男子中学(1年) 12                  29.98佐藤　圭悟(ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ)

13573：マリン西新井    (ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

857 女子小学(6年) 11               遠藤　有咲(ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾘｻ)

自由形　　　 200m１１～１２歳856 女子小学(6年) 11                2:06.99川西　咲依(ｶﾜﾆｼ ｻｴ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11                1:00.18

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(6年) 11                2:27.05

自由形　　　 200m１１～１２歳855 女子小学(6年) 11                2:04.50割方　唯寧(ﾜﾘｶﾀ ﾕｲﾅ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11                1:02.20

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(6年) 11                2:18.48

854 女子小学(6年) 12               濵本　　愛(ﾊﾏﾓﾄ ｱｲ)

853 女子中学(1年) 12               茂木みなみ(ﾓｷﾞ ﾐﾅﾐ)

852 男子中学(2年) 13               加藤　祐晟(ｶﾄｳ ﾕｳｾｲ)

851 男子中学(2年) 14               内田　来輝(ｳﾁﾀﾞ ﾗｲ)

850 男子中学(3年) 14               濱出　郁海(ﾊﾏﾃﾞ ｲｸﾐ)

849 男子中学(3年) 14               保坂瞭太朗(ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ)

13574：ｽｳｨﾝ高島平      (ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ858 男子高校(2年) 17 慶應志木高   23.17永瀬　　透(ﾅｶﾞｾ ﾄｵﾙ)

13575：ｾﾝﾄﾗﾙ八王子     (CSﾊﾁｵｳｼﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下859 男子小学(5年) 10                  33.37石賀　　伸(ｲｼｶﾞ ｼﾝ)

13577：TSSたまがわ     (TSSﾀﾏｶﾞﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下861 女子小学(5年) 10                2:36.55髙山　紗菜(ﾀｶﾔﾏ ｻﾅ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  30.01

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.58

自由形　　　 100m１１～１２歳860 女子小学(6年) 12                  59.75岡島　希果(ｵｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子小学(6年) 12                2:10.23
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13580：ﾒｶﾞﾛｽ八王子     (ﾒｶﾞﾛｽﾊﾁ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳862 女子小学(6年) 11                2:09.54遠藤　衣愛(ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾁｶ)

13581：コナミ船堀      (ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳867 女子小学(6年) 12                1:15.51佐久間　怜(ｻｸﾏ ﾚｲ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  35.32

バタフライ　  50m１１～１２歳866 女子中学(1年) 12                  29.48菅原　優子(ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｺ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.75

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳865 女子中学(2年) 14                2:36.95吉田　梨夏(ﾖｼﾀﾞ ﾘﾅ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:19.09

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳864 女子中学(2年) 14                1:11.80鈴木　莉桜(ｽｽﾞｷ ﾘｵ)

個人メドレー 200mＣＳ863 女子高校(3年) 18                2:19.14関端　彩乃(ｾｷﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ)

13582：ﾒｶﾞﾛｽ葛飾       (ﾒｶﾞﾛｽｶﾂｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳868 男子中学(2年) 13                2:23.08森山　　虹(ﾓﾘﾔﾏ ｺｳ)

13584：ｲﾄﾏﾝ上石神井    (ｲﾄﾏﾝｶﾐｼｬ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳869 女子高校(1年) 16 西高校   26.42伊藤　彩音(ｲﾄｳ ｱﾔﾈ)

13588：コナミ一橋      (ｺﾅﾐﾋﾄﾂﾊﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳870 女子小学(6年) 11                  27.68川端　日陽(ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾅﾀ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11                1:00.44

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11                1:05.38

13589：ＳＷＩＦＴ      (SWIFT          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳874 女子中学(1年) 12                  29.30伊東　未亜(ｲﾄｳ ﾐｱ)

自由形　　　  50m１３～１４歳873 女子中学(2年) 14                  26.69河野　美佳(ｶﾜﾉ ﾐｶ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  57.53

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下872 男子小学(5年) 10                  33.51山口蓮太朗(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝﾀﾛｳ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下871 男子小学(5年) 10                  38.47上野詠ノ介(ｳｴﾉ ｴｲﾉｽｹ)

13592：CSときわ台      (CSﾄｷﾜﾀﾞｲ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下876 女子小学(5年) 10                  32.77田村　梨華(ﾀﾑﾗ ﾘｶ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳875 女子中学(3年) 15                2:30.61渡邉　花音(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ)

13593：ﾒｶﾞﾛｽ町田       (ﾒｶﾞﾛｽﾏﾁ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳878 女子中学(1年) 12                  27.60古川万輝也(ﾌﾙｶﾜ ﾏｷﾔ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  59.77

自由形　　　  50m１１～１２歳877 男子中学(1年) 12                  26.30石河　朋樹(ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  57.59

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  27.72
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13598：ｾﾝﾄﾗﾙ西東京     (ｾﾝﾄﾗﾙﾆｼ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下882 女子小学(4年) 10                  31.98松原　希衣(ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷｲ)

バタフライ　  50m１０歳以下881 女子小学(5年) 10                  30.93沼澤　愛美(ﾇﾏｻﾞﾜ ﾏﾅﾐ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:36.59

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  29.52

自由形　　　 200m１３～１４歳880 女子中学(2年) 13                2:04.84松原　美月(ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂﾞｷ)

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(2年) 13                4:21.92

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳879 女子高校(2年) 16                1:10.57町井　里帆(ﾏﾁｲ ﾘﾎ)

13600：ｾﾝﾄﾗﾙ成城       (CSｾｲｼﾞｮｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳887 女子高校(2年) 16                1:03.95功刀　沙子(ｸﾇｷﾞ ｻｺ)

886 男子小学(4年) 9               熊谷　武尊(ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾙ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下885 男子小学(4年) 10                  33.70大津　慶太(ｵｵﾂ ｹｲﾀ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10                  31.09

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(4年) 10                2:35.40

884 男子小学(5年) 10               髙木　　京(ﾀｶｷﾞ ｷｮｳ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下883 男子小学(5年) 10                  37.30田村　泰嗣(ﾀﾑﾗ ﾀｲｼ)

13602：新代田ＳＳ      (ｼﾝﾀﾞｲﾀSS       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

893 女子小学(5年) 10               金武　柊理(ｶﾈﾀｹ ｼｭﾘ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下892 女子小学(5年) 10                  37.42藤井　早智(ﾌｼﾞｲ ｻﾁ)

891 女子小学(5年) 10               正富　文翔(ﾏｻﾄﾐ ﾌﾐｶ)

890 女子小学(5年) 10               金子ひかる(ｶﾈｺ ﾋｶﾙ)

自由形　　　 100mＣＳ889 女子高校(2年) 17                  57.16柳下　智咲(ﾔｷﾞｼﾀ ﾁｻ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳888 男子中学(1年) 12                  32.90藤井　晴太(ﾌｼﾞｲ ｾｲﾀ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:10.94

13603：ＳＡＴ雪ヶ谷    (SATﾕｷｶﾞﾔ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下900 女子小学(4年) 10                  31.82藪　　珠乃(ﾔﾌﾞ ｼﾞｭﾉ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10                  33.41

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下899 女子小学(5年) 10                  32.87中野日夏乃(ﾅｶﾉ ﾋﾅﾉ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.49

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:37.06

898 男子小学(4年) 9               平本　有志(ﾋﾗﾓﾄ ﾕｳｼ)

897 男子小学(4年) 10               江口　　怜(ｴｸﾞﾁ ﾚｲ)

896 男子小学(4年) 10               加藤　颯都(ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ)

バタフライ　  50m１０歳以下895 男子小学(5年) 10                  31.73柿元省太郎(ｶｷﾓﾄ ｾｲﾀﾛｳ)

894 男子小学(5年) 10               山口　颯大(ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ)

13606：ﾙﾈｻﾝｽ東京       (ﾙ･ﾄｳｷｮｳ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 400m１３～１４歳907 女子中学(2年) 14                4:19.39今野里沙子(ｺﾝﾉ ﾘｻｺ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:04.34

906 女子中学(3年) 15 武蔵野中岡　　美憂(ｵｶ ﾐｳ)

バタフライ　 100mＣＳ905 女子高校(3年) 17 武蔵野高校 1:01.18宮本　佳奈(ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 17 武蔵野高校 1:02.30
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自由形　　　 100mＣＳ904 女子高校(3年) 17 淑徳巣鴨高   56.96徳永　結夢(ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 17 淑徳巣鴨高 1:00.77

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17 淑徳巣鴨高 2:13.49

個人メドレー 200mＣＳ903 女子高校(3年) 18 早稲田実業高 2:16.31有川　萌結(ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ)

バタフライ 100mＣＳ女子高校(3年) 18 早稲田実業高 1:01.23

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(3年) 18 早稲田実業高 4:47.63

自由形　　　 100m１５～１６歳902 男子高校(1年) 16                  50.73南雲　陽人(ﾅｸﾞﾓ ﾊﾙﾄ)

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(1年) 16                  23.46

自由形　　　 100mＣＳ901 男子高校(2年) 17                  50.38西松　寛和(ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ)

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(2年) 17                  22.89

13607：VALUE SS        (VALUE SS       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100mＣＳ908 女子高校(2年) 17 八王子高校 1:03.67伊藤ななみ(ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17 八王子高校 2:16.40

13611：板橋体協ﾄﾞｰﾑ    (ﾀｲｷｮｳD         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳910 女子中学(1年) 12                  31.80横井　花純(ﾖｺｲ ｶｽﾐ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:07.73

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳909 女子中学(3年) 15                1:09.88山本　莉那(ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15                2:30.64

13612：東京ＤＣ駒沢    (DCｺﾏｻﾞﾜ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳911 男子中学(1年) 12                  28.16北本　悠真(ｷﾀﾓﾄ ﾕｳﾏ)

13613：東京ＤＣ桜台    (DCｻｸﾗﾀﾞｲ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１１～１２歳914 女子中学(1年) 12                1:05.40柳本　実咲(ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾐｻｷ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.31

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳913 男子高校(1年) 16 武蔵野高校 2:04.29嶋田　大海(ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16 武蔵野高校 2:03.33

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16 武蔵野高校   57.62

背泳ぎ　　　 100mＣＳ912 男子高校(3年) 17 埼玉栄高校   55.00速水　俊輔(ﾊﾔﾐ ｼｭﾝｽｹ)

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(3年) 17 埼玉栄高校   23.85

13622：ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       (ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下922 女子小学(5年) 10                  29.78山本　佳奈(ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  34.17

バタフライ　  50m１１～１２歳921 女子小学(6年) 11                  29.58常山　和紗(ﾂﾈﾔﾏ ｶｽﾞｻ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳920 女子小学(6年) 12                  34.62桝谷　香帆(ﾏｽﾀﾆ ｶﾎ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:13.99

919 女子小学(6年) 12               名倉　杏璃(ﾅｸﾞﾗ ｱﾝﾘ)

自由形　　　  50m１１～１２歳918 女子小学(6年) 12                  27.87日名子凛菜(ﾋﾅｺﾞ ﾘﾝﾅ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  30.16

自由形　　　  50m１３～１４歳917 女子中学(1年) 13                  27.26佐藤　桜羽(ｻﾄｳ ﾐｳ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13                  58.12

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳916 女子中学(2年) 13                1:03.51栗本かれん(ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ)

個人メドレー 200m１５～１６歳915 女子中学(3年) 15                2:16.73西村すみれ(ﾆｼﾑﾗ ｽﾐﾚ)
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背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳915 女子中学(3年) 15                2:12.02西村すみれ(ﾆｼﾑﾗ ｽﾐﾚ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15                1:03.76

13625：Next One        (Next One       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳923 男子中学(1年) 12                  29.06提箸　秀斗(ｻｹﾞﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ)

13626：ﾒｶﾞﾛｽ小金井     (ﾒｶﾞﾛｽﾑｻｺ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１３～１４歳924 男子中学(3年) 14                  52.60猿丸　　漣(ｻﾙﾏﾙ ﾚﾝ)

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  25.14

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:57.16

13629：ﾙﾈｻﾝｽ北砂       (ﾙﾈｻﾝｽｷﾀｽ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下926 女子小学(5年) 10                  29.18新井　結花(ｱﾗｲ ﾕｲｶ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  33.01

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:33.88

バタフライ　  50m１０歳以下925 男子小学(5年) 10                  32.29小今井優斗(ｺｲﾏｲ ﾕｳﾄ)

13630：MTR             (MTRST          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳928 女子中学(2年) 13                  27.21横内　日依(ﾖｺｳﾁ ﾋﾖﾘ)

自由形　　　  50mＣＳ927 男子高校(3年) 18                  23.17横内鼓太郎(ﾖｺｳﾁ ｺﾀﾛｳ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 18                  54.93

13633：マック日野      (ﾏｯｸﾋﾉ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳930 男子中学(1年) 12                  25.99野中　勇杜(ﾉﾅｶ ﾊﾔﾄ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  57.83

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳929 男子中学(2年) 14                  58.41岩田　煌琉(ｲﾜﾀ ｷﾗﾙ)

13637：ミミＳＣ品川    (ﾐﾐSC           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下931 女子小学(5年) 10                  31.90笠原　冬妃(ｶｻﾊﾗ ﾄｷ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:36.71

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  30.05

13638：I.S.F           (I.S.F          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳936 男子小学(6年) 12                  28.02高田　涼二(ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:01.96

自由形　　　  50m１３～１４歳935 男子中学(3年) 14                  24.57高田　一誓(ﾀｶﾀﾞ ｲｯｾｲ)

934 男子中学(3年) 14               長坂　春木(ﾅｶﾞｻｶ ﾊﾙｷ)

933 男子中学(3年) 14               和田朔太郎(ﾜﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ)

932 男子中学(3年) 14               久保　裕哉(ｸﾎﾞ ﾕｳﾔ)

13640：世田谷ＳＳ      (ｾﾀｶﾞﾔSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳938 女子中学(2年) 14                1:12.73小島莉々愛(ｺｼﾞﾏ ﾘﾘｱ)

自由形　　　  50m１３～１４歳937 男子中学(2年) 13                  24.88鈴木　真翔(ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                  53.14
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バタフライ　 100m１３～１４歳937 男子中学(2年) 13                  57.44鈴木　真翔(ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ)

13646：大森双葉ＳＣ    (ｵｵﾓﾘﾌﾀﾊﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳940 男子中学(1年) 12                  28.25落合　翠士(ｵﾁｱｲ ｽｲﾄ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:01.93

自由形　　　  50m１５～１６歳939 男子高校(1年) 16 武蔵野高校   23.90落合　颯士(ｵﾁｱｲ ﾌｳﾄ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16 武蔵野高校   51.04

13649：南光ＳＳ        (ﾅﾝｺｳSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下944 女子小学(5年) 10                  37.56相澤　真菜(ｱｲｻﾞﾜ ﾏﾅ)

バタフライ　  50m１１～１２歳943 女子中学(1年) 12                  29.29加藤　咲羽(ｶﾄｳ ｻﾜ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:05.15

バタフライ　  50m１０歳以下942 男子小学(5年) 10                  31.86清水　希一(ｼﾐｽﾞ ｷｲﾁ)

個人メドレー 200m１１～１２歳941 男子中学(1年) 12                2:19.59相澤　　翔(ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳ)

13653：ロンド成増      (ﾛﾝﾄﾞﾅﾘﾏｽ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳947 女子小学(6年) 12                1:00.49恒吉もも香(ﾂﾈﾖｼ ﾓﾓｶ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  34.75

バタフライ　 100m１１～１２歳946 男子小学(6年) 12                1:02.19渡辺　迅音(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳945 男子中学(1年) 12                1:04.61庭木　亮星(ﾆﾜｷ ﾘｮｳｾｲ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  29.62

13654：ｾﾝﾄﾗﾙ南千住     (csmｾﾝｼﾞｭ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳948 女子小学(6年) 12                  29.46中野　心美(ﾅｶﾉ ｺｺﾐ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:05.38

13657：ｲﾄﾏﾝ昭和の森    (ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下952 女子小学(4年) 10                  32.09花木　奏海(ﾊﾅｷ ｶﾅﾐ)

自由形　　　 200m１３～１４歳951 女子中学(3年) 14                2:03.57福岡　由唯(ﾌｸｵｶ ﾕｲ)

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14                4:22.26

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  26.61

自由形　　　 100m１３～１４歳950 男子中学(3年) 14                  53.71小山龍太郎(ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ)

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  24.79

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:54.92

自由形　　　 200mＣＳ949 男子高校(3年) 17                1:50.07山口　雄大(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ)

13660：ｾﾝﾄﾗﾙ東十条     (CSﾋｶﾞｼｼﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳953 男子中学(1年) 12                  32.46豊嶋　啓太(ﾄﾖｼﾏ ｹｲﾀ)

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.19

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:19.17

13664：ＪＳＳ八王子    (JSSﾊﾁｵｳｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳960 女子中学(3年) 14                1:00.80熊谷　美希(ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:13.97

959 男子小学(4年) 10               加藤　天人(ｶﾄｳ ｿﾗﾄ)
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958 男子小学(4年) 10               尾山　　達(ｵﾔﾏ ｲﾀﾙ)

957 男子小学(4年) 10               深山　　奏(ﾐﾔﾏ ｿｳ)

956 男子小学(5年) 10               築地　香尚(ﾂｷｼﾞ ｺｳｼｮｳ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳955 男子中学(1年) 12                  32.72村永　龍章(ﾑﾗﾔﾏ ﾘｭｳｷ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:09.71

自由形　　　 100m１３～１４歳954 男子中学(3年) 14                  53.21小名木茜之介(ｵﾅｷﾞ ｾﾝﾉｽｹ

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:58.27

13667：ＡＺ            (AZ             )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１５～１６歳961 男子高校(1年) 16                  54.93米山　和貴(ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞｷ)

13668：ＳＡトム        (SAﾄﾑ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳962 女子中学(3年) 14                1:03.50米崎遠和子(ﾖﾈｻﾞｷ ﾄﾜｺ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:16.93

13670：ｲﾄﾏﾝ富士見台    (ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下966 女子小学(5年) 10                  30.94芳野　夏音(ﾖｼﾉ ｶﾉﾝ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  36.94

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  30.17

背泳ぎ　　　 100mＣＳ965 女子高校(3年) 17                1:03.75轟　　陽菜(ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾅ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:16.69

個人メドレー 200m１３～１４歳964 男子中学(2年) 13                2:07.36小島　夢貴(ｺｼﾞﾏ ﾕﾒｷ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 13                4:36.47

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳963 男子中学(3年) 15                2:14.68大岩真海羽(ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                1:03.63

13676：イトマン小平    (ｲﾄﾏﾝｺﾀﾞｲ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１３～１４歳967 男子中学(1年) 13                2:08.28西村　光惺(ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ)

13681：マリン舎人      (ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下971 女子小学(5年) 10                  30.05工藤　心愛(ｸﾄﾞｳ ﾉｱ)

自由形　　　  50m１３～１４歳970 女子中学(2年) 14                  26.89左　　悠希(ﾋﾀﾞﾘ ﾕｳｷ)

自由形　　　  50m１１～１２歳969 男子中学(1年) 12                  26.18青木　拳蔵(ｱｵｷ ｹﾝｿﾞｳ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:03.43

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳968 男子中学(1年) 12                  30.02森田　瑛斗(ﾓﾘﾀ ｴｲﾄ)

13684：CS自由が丘      (ｾﾝﾄﾗﾙｼﾞﾕ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１５～１６歳972 女子高校(1年) 15                  57.09萩原ひなの(ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾅﾉ)

13686：ｾﾝﾄﾗﾙ府中       (CSﾌﾁｭｳ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳976 女子小学(6年) 11                  29.00百井　結香(ﾓﾓｲ ﾕｲｶ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 11                  30.84

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11                1:05.33

バタフライ　 100m１３～１４歳975 女子中学(1年) 13                1:02.67今村　まい(ｲﾏﾑﾗ ﾏｲ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳974 女子中学(3年) 14                1:03.46高橋　心花(ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾅ)
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バタフライ　 200m１３～１４歳973 男子中学(2年) 14                2:06.72柚木　俊介(ﾕｷﾞ ｼｭﾝｽｹ)

13694：ｾﾝﾄﾗﾙ目黒       (CSﾒｸﾞﾛ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳984 男子小学(6年) 12                  32.86吉田　英介(ﾖｼﾀﾞ ｴｲｽｹ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳983 男子中学(1年) 12                1:01.87児玉　聖矢(ｺﾀﾞﾏ ｾｲﾔ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:59.35

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  55.53

自由形　　　 100m１１～１２歳982 男子中学(1年) 12                  57.94村上　惇朗(ﾑﾗｶﾐ ｱﾂﾛｳ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:04.41

バタフライ　 200m１３～１４歳981 男子中学(1年) 13                2:06.67齊藤　　白(ｻｲﾄｳ ﾊｸ)

980 男子中学(2年) 13               遊馬　誠智(ｱｽﾏ ｾｲﾁ)

個人メドレー 200m１３～１４歳979 男子中学(2年) 13                2:04.64端迫　大雅(ﾊｻｺ ﾀｲｶﾞ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 13                2:02.93

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                  57.41

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳978 男子中学(2年) 14                2:07.87山本　葉士(ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｼﾞ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳977 男子高校(1年) 16                2:07.07伊藤　瑠海(ｲﾄｳ ﾙｲ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16                  58.69

13695：Ｔ・HIRO'S      (ﾁｰﾑﾋｰﾛｰｽ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１３～１４歳986 女子中学(1年) 13 武蔵野中 2:05.32清水さやか(ｼﾐｽﾞ ｻﾔｶ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13 武蔵野中 2:18.74

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13 武蔵野中 1:02.69

自由形　　　 100m１５～１６歳985 女子高校(1年) 16 目黒日大   56.12蜂屋　陽萌(ﾊﾁﾔ ﾐﾓ)

自由形　　　  50m１５～１６歳女子高校(1年) 16 目黒日大   26.15

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16 目黒日大 2:02.75

14：神奈川

14002：湘南工大附      (ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ 200mＣＳ1001 女子高校(1年) 15 BleikurST 2:27.02横田　心愛(ﾖｺﾀ ｺｺｱ)

平泳ぎ 100mＣＳ女子高校(1年) 15 BleikurST 1:09.29

自由形　　　 100m１５～１６歳1000 女子高校(1年) 15 アクラブ藤沢   57.18先川原幸奈(ｻｷｶﾞﾜﾗ ｺﾅ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15 アクラブ藤沢 2:17.57

バタフライ　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 15 アクラブ藤沢 1:01.58

自由形　　　 100m１５～１６歳999 女子高校(1年) 16 トピーアヤセ   57.58首藤　優里(ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ)

自由形　　　  50m１５～１６歳女子高校(1年) 16 トピーアヤセ   26.17

998 女子高校(1年) 16               瀬原田　凛(ｾﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ)

個人メドレー 200mＣＳ997 女子高校(3年) 17 アクラブ藤沢 2:15.97庄司　萌々(ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓ)

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(3年) 17 アクラブ藤沢 4:46.14

バタフライ　 200mＣＳ996 女子高校(3年) 18 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 2:14.06吉川こみち(ｷｯｶﾜ ｺﾐﾁ)

個人メドレー 200mＣＳ995 女子高校(3年) 18 トピーアヤセ 2:16.40加藤　優心(ｶﾄｳ ﾏｼﾛ)

自由形　　　 100m１５～１６歳994 男子高校(1年) 15 ATSC.YW   51.10北島　拓馬(ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾏ)

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(1年) 15 ATSC.YW   23.52

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳993 男子高校(2年) 16 湘南SS湘南台 2:14.68篠原　　煌(ｼﾉﾊﾗ ｷﾗ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16 湘南SS湘南台 1:03.91

バタフライ　 200mＣＳ992 男子高校(2年) 16 湘南ＳＳ 1:59.67髙下　瑠唯(ﾀｶｼﾀ ﾙｲ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16 湘南ＳＳ   54.89

背泳ぎ　　　 200mＣＳ991 男子高校(2年) 17 林水泳教室 2:03.66西村　優雅(ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶﾞ)
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背泳ぎ　　　 100mＣＳ991 男子高校(2年) 17 林水泳教室   56.11西村　優雅(ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶﾞ)

自由形　　　  50mＣＳ990 男子高校(3年) 17 ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台   23.18根本　琳世(ﾈﾓﾄ ﾘﾝｾｲ)

989 男子高校(3年) 18               スコット龍海(ｽｺｯﾄ ﾀﾂﾐ)

自由形　　　  50mＣＳ988 男子高校(3年) 18 アクラブ藤沢   23.15井上　慶人(ｲﾉｳｴ ｹｲﾄ)

自由形　　　 400mＣＳ987 男子高校(3年) 18 イトマン横浜 3:51.20渋谷　帆想(ｼﾌﾞﾔ ﾎﾉﾝ)

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18 イトマン横浜 1:50.32

14027：日大高          (ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1006 女子高校(1年) 15                2:29.20橋浦　暖乃(ﾊｼｳﾗ ﾊﾙﾉ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1005 女子高校(2年) 17                1:09.42矢本　奈菜(ﾔﾓﾄ ﾅﾅ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17                2:29.78

バタフライ　 200mＣＳ1004 男子高校(2年) 17                1:59.15泉水　　怜(ｾﾝｽｲ ﾚｲ)

自由形　　　 400mＣＳ1003 男子高校(3年) 17                3:58.96鈴木　春覇(ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾊ)

個人メドレー 200mＣＳ1002 男子高校(3年) 18                2:01.75濱田　京吾(ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ)

14057：日大藤沢        (ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1007 男子高校(3年) 18 イトマン多摩 1:03.34北　　彪正(ｷﾀ ﾋｭｳﾏ)

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(3年) 18 イトマン多摩 2:05.08

14500：ｻｷﾞﾇﾏSCM        (ｻｷﾞﾇﾏSCM       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1011 女子小学(4年) 9                  30.10萩原あかり(ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｶﾘ)

自由形　　　  50m１１～１２歳1010 女子小学(6年) 12                  27.56萩原　瑞稀(ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  30.17

自由形 100m１５～１６歳1009 男子高校(2年) 16 慶應湘南藤沢   50.75内野　　隼(ｳﾁﾉ ﾊﾔﾄ)

自由形 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16 慶應湘南藤沢 1:50.47

自由形　　　1500mＣＳ1008 男子高校(3年) 18               15:42.45白戸　亮太(ｼﾗﾄ ﾘｮｳﾀ)

自由形　　　 400mＣＳ男子高校(3年) 18                3:58.43

14505：NECGSC玉川      (NECGSC T       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1019 女子小学(6年) 12               山本　怜奈(ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾅ)

自由形　　　  50m１１～１２歳1018 女子小学(6年) 12                  27.85三井陽菜乃(ﾐﾂｲ ﾋﾅﾉ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:00.18

自由形　　　 100m１１～１２歳1017 女子中学(1年) 12                  58.10坂本　凌子(ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｺ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.58

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:02.89

1016 女子中学(1年) 12               佐藤　美颯(ｻﾄｳ ﾐﾊﾔ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1015 女子高校(2年) 16 白鵬女子 1:06.79小畠優々美(ｵﾊﾞﾀｹ ﾕﾕﾐ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 白鵬女子 2:26.13

自由形　　　 100mＣＳ1014 女子高校(3年) 17 法政二高   56.66村野　歌音(ﾑﾗﾉ ｶﾉﾝ)

自由形　　　 200mＣＳ1013 男子高校(2年) 17 日大藤沢 1:50.12北澤　博貴(ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛｷ)

バタフライ　 100mＣＳ1012 男子高校(3年) 18 日大藤沢   54.59神尾　至輝(ｶﾐｵ ｼｷ)

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 18 日大藤沢 1:56.81

14507：林水泳教室      (ﾊﾔｼ ｽｲｴｲ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1032 女子小学(5年) 10                  37.71福田　樹里(ﾌｸﾀ ｼﾞｭﾘ)

バタフライ　  50m１１～１２歳1031 女子小学(5年) 11                  29.51片山　優奈(ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾅ)
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自由形　　　  50m１３～１４歳1030 女子中学(2年) 13                  26.87小林　美波(ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ)

個人メドレー 400m１３～１４歳1029 女子中学(3年) 14                4:53.15宇野　海音(ｳﾉ ｱﾏﾈ)

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14                4:21.41

1028 男子小学(4年) 10               竹内　　玄(ﾀｹｳﾁ ｹﾞﾝ)

1027 男子小学(5年) 10               桑野　想士(ｸﾜﾉ ｿｳｼ)

自由形　　　  50m１０歳以下1026 男子小学(5年) 10                  29.69八幡　　晟(ﾔﾜﾀ ｼﾞｮｳ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.20

1025 男子小学(5年) 10               鈴木　純平(ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1024 男子小学(6年) 11               升田　比呂(ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛ)

1023 男子小学(6年) 11               木山　誠大(ｷﾔﾏ ｾｲﾀﾞｲ)

1022 男子小学(6年) 12               天野　颯太(ｱﾏﾉ ｿｳﾀ)

個人メドレー 200m１１～１２歳1021 男子中学(1年) 12                2:19.31奥山　　翼(ｵｸﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:10.31

自由形　　　  50mＣＳ1020 男子高校(2年) 17    23.67金一勢ｱﾝﾄﾞﾚｱ(ｷﾑ ｲｯｾｲｱﾝﾄ

14508：ｾﾝﾄﾗﾙ新川崎     (CSｼﾝｶﾜｻｷ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳1035 女子中学(3年) 14                1:02.93菊地　美月(ｷｸﾁ ﾐﾂﾞｷ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1034 男子小学(5年) 10                  32.14濱田　理玖(ﾊﾏﾀﾞ ﾘｸ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.44

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:36.58

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1033 男子小学(6年) 12                  32.46菊地　恒惺(ｷｸﾁ ｺｳｾｲ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:10.72

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12                2:18.37

14513：アクラブ藤沢    (AQLUB FJ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1041 女子中学(1年) 12                1:01.89中野　礼依(ﾅｶﾉ ﾚｲ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.19

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  57.65

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1040 男子小学(5年) 10                  37.15久保寺龍太郎(ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾘｭｳ

自由形　　　  50m１３～１４歳1039 男子中学(2年) 13                  24.47山口　凌巧(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾄ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                  53.24

個人メドレー 200m１３～１４歳1038 男子中学(2年) 14                2:07.88吉田　悠人(ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾝ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14                4:31.02

1037 男子中学(3年) 14               西村　裕斗(ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾄ)

1036 男子中学(3年) 14               鈴木　智久(ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｻ)

14514：ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ        (ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１１～１２歳1044 女子小学(6年) 12                1:05.23難波　佑奈(ﾅﾝﾊﾞ ﾕｳﾅ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1043 女子小学(6年) 12                1:06.42久保　茉紘(ｸﾎﾞ ﾏﾋﾛ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1042 男子小学(5年) 10                  37.34鈴木　耀太(ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ)

14516：ｾﾝﾄﾗﾙ鶴見       (ｾﾝﾄﾗﾙﾂﾙﾐ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1045 女子中学(2年) 13                  26.83加藤　由菜(ｶﾄｳ ﾕｳﾅ)

14517：コナミ林間      (ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳1050 女子中学(3年) 14                1:02.35佐々木萌花(ｻｻｷ ﾎﾉｶ)
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自由形　　　 100m１３～１４歳1050 女子中学(3年) 14                  58.12佐々木萌花(ｻｻｷ ﾎﾉｶ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:18.72

自由形　　　 200m１５～１６歳1049 女子高校(2年) 16 日大藤沢 2:04.54鈴木　　遙(ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 日大藤沢 2:17.73

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1048 男子中学(1年) 12                  29.96嶋田　　汐(ｼﾏﾀﾞ ｼｵ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1047 男子中学(1年) 13                  58.23勝本　陸生(ｶﾂﾓﾄ ﾘｸｵ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1046 男子中学(2年) 14                  57.66安藤　諒星(ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:07.15

14518：ヨコハマＳＣ    (ﾖｺﾊﾏSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1055 女子高校(3年) 18 湘南工大附 2:13.90城藤　彩花(ｷﾄﾞｳ ｱﾔｶ)

自由形　　　  50m１０歳以下1054 男子小学(5年) 10                  29.63齋藤　英信(ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1053 男子小学(5年) 10                  33.70川原　大治(ｶﾜﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ)

バタフライ　 100mＣＳ1052 男子高校(3年) 17 湘南工大附   52.29牧野　航介(ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ)

個人メドレー 400mＣＳ男子高校(3年) 17 湘南工大附 4:12.72

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(3年) 17 湘南工大附 1:58.34

バタフライ　 100mＣＳ1051 男子高校(3年) 17 法政二高   53.12餅田凛太郎(ﾓﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17 法政二高   49.76

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 17 法政二高 1:56.03

14520：のぼりとSCHH    (ﾉﾎﾞﾘﾄSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1059 女子小学(6年) 12               江川　美結(ｴｶﾞﾜ ﾐﾕ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1058 女子中学(1年) 12                  33.89藤原　唯愛(ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁｶ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:13.63

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.50

1057 女子中学(1年) 12               池田　理那(ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ)

1056 女子中学(1年) 12               浅川　虹羽(ｱｻｶﾜ ｺﾊﾈ)

14521：相模原ＤＣ      (ｻｶﾞﾐﾊﾗDC       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1062 女子小学(5年) 10                  37.29岩井　杏樹(ｲﾜｲ ｱﾝｼﾞｭ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:40.70

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1061 女子高校(3年) 18                1:11.89鈴木　玲奈(ｽｽﾞｷ ﾚﾅ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18                2:28.46

自由形　　　  50m１３～１４歳1060 男子中学(3年) 14                  25.00西崎　瑛煌(ﾆｼｻﾞｷ ｴｲｼﾞｭ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  57.58

14524：カワサキＳＣ    (ｶﾜｻｷSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1063 男子高校(1年) 15                2:05.04上川畑　皇(ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｵｳ)

14526：鎌倉ＳＳ        (ｶﾏｸﾗSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1067 女子小学(5年) 10                  33.66竹村　莉奈(ﾀｹﾑﾗ ﾘﾅ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1066 女子小学(6年) 12                  34.82篠田　彩夏(ｼﾉﾀﾞ ｱﾔｶ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:15.71

バタフライ　 100m１５～１６歳1065 女子高校(1年) 15 日大藤沢 1:00.73菅　　心寧(ｽｶﾞ ｺｺﾈ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 15 日大藤沢   56.39

バタフライ　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15 日大藤沢 2:12.80
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平泳ぎ　　　 100mＣＳ1064 女子高校(3年) 17                1:10.45岡田　百里(ｵｶﾀﾞ ﾓﾓﾘ)

14528：小田原ＳＣ      (ｵﾀﾞﾜﾗSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳1068 女子小学(6年) 12                  27.76山中　知子(ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｺ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:00.17

14529：神奈中小田原    (ｶﾅﾁｭｳSSO       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1069 女子中学(2年) 13                1:03.57久保田天来(ｸﾎﾞﾀ ｿﾗ)

14530：神奈中ＳＳ      (ｶﾅﾁｭｳSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 400m１３～１４歳1073 男子中学(2年) 13                4:30.57中野　輝音(ﾅｶﾉ ｷﾗ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 13                2:08.07

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1072 男子高校(1年) 16                1:02.63大幸　寛知(ﾀﾞｲｺｳ ｶﾝｼﾞ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16                2:10.71

個人メドレー 400m１５～１６歳男子高校(1年) 16                4:21.64

個人メドレー 200mＣＳ1071 男子高校(2年) 17                2:00.95田中　大翔(ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ)

個人メドレー 400mＣＳ男子高校(2年) 17                4:17.59

個人メドレー 400mＣＳ1070 男子高校(2年) 17 日大藤沢 4:18.97大塚　　心(ｵｵﾂｶ ｼﾝ)

14533：米田SS          (ﾖﾈﾀﾞSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳1074 男子中学(1年) 12                  26.04井原　　涼(ｲﾊﾗ ﾘｮｳ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  29.36

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:03.69

14538：レオＳＳ厚木    (ﾚｵSSｱﾂｷﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1076 女子中学(1年) 12                1:13.55橋本　真緒(ﾊｼﾓﾄ ﾏｵ)

自由形　　　 100m１３～１４歳1075 女子中学(3年) 14                  57.97田原　綾乃(ﾀﾊﾗ ｱﾔﾉ)

14539：ｲﾄﾏﾝ永田台      (ｲﾄﾏﾝﾅｶﾞﾀ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳1078 女子小学(6年) 12                  29.36北野　佳歩(ｷﾀﾉ ｶﾎ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:04.77

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1077 女子中学(3年) 14                1:12.07米田　百花(ﾖﾈﾀﾞ ﾓﾓｶ)

14545：ＳＡ新城        (SAｼﾝｼﾞｮｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1084 女子中学(1年) 12                1:05.31永山　心愛(ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｱ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:24.73

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  30.06

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1083 女子中学(3年) 14                1:12.00倉並　由奈(ｸﾗﾅﾐ ﾕﾅ)

自由形　　　 200m１５～１６歳1082 女子高校(2年) 16                2:02.94大羽こはる(ｵｵﾊﾞ ｺﾊﾙ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1081 女子高校(2年) 17 法政二高 2:27.96光﨑　　陽(ﾐﾂｻﾞｷ ﾊﾙ)

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(2年) 17 法政二高 2:14.74

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(2年) 17 法政二高 4:40.47

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1080 男子小学(6年) 12                  32.79伊藤隆之助(ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:10.38

バタフライ　 100m１５～１６歳1079 男子中学(3年) 15                  55.45山尾利樹人(ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ)
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バタフライ　 200m１５～１６歳1079 男子中学(3年) 15                2:01.39山尾利樹人(ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ)

14547：TSSあざみ野     (TSSｱｻﾞﾐﾉ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1087 女子小学(5年) 10                  32.05山口　真桜(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ)

自由形　　　  50m１３～１４歳1086 女子中学(1年) 13                  26.87佐々木悠乃(ｻｻｷ ﾊﾙﾉ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13                  58.27

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1085 男子小学(5年) 10                  33.60中川　航希(ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｷ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  30.92

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:31.69

14549：ＯＣＥＡＮ      (OCEAN          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳1089 女子中学(3年) 15                2:02.63木曽　唯来(ｷｿ ﾕﾗ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15                  57.26

自由形　　　  50m１５～１６歳女子中学(3年) 15                  26.42

自由形　　　 100m１５～１６歳1088 男子高校(1年) 16 日大藤沢   51.19大湊　圭悟(ｵｵﾐﾅﾄ ｹｲｺﾞ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16 日大藤沢   54.66

14550：トピーアヤセ    (ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1091 男子中学(2年) 14                  25.09田中　璃空(ﾀﾅｶ ﾘｸ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1090 男子高校(1年) 16                  23.82吉田　大起(ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ)

14553：チャンピオン    (ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1094 男子小学(5年) 10                  33.84小池　空碧(ｺｲｹ ｿｱ)

個人メドレー 200m１０歳以下1093 男子小学(5年) 10                2:34.36岩本　到悟(ｲﾜﾓﾄ ﾄｳｺﾞ)

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.76

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  37.41

バタフライ　  50m１１～１２歳1092 男子中学(1年) 12                  28.82広田　優汰(ﾋﾛﾀ ﾕｳﾀ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:03.49

14560：ｲﾄﾏﾝ新百合丘    (ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1107 女子中学(2年) 13               吉澤麗花亜(ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾌｱ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1106 女子中学(2年) 13                2:30.09金井亜緒依(ｶﾅｲ ｱｵｲ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                1:11.57

個人メドレー 400m１３～１４歳1105 女子中学(3年) 14                4:53.83森下　星直(ﾓﾘｼﾀ ｾﾅ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:14.79

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                1:01.84

1104 女子中学(3年) 14               鈴木　ゆな(ｽｽﾞｷ ﾕﾅ)

1103 女子中学(3年) 15               佐藤　琴美(ｻﾄｳ ｺﾄﾐ)

自由形　　　 200m１５～１６歳1102 女子高校(1年) 16 日大藤沢 2:00.86戸津川莉央(ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16 日大藤沢 2:13.33

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16 日大藤沢 1:00.91

1101 女子高校(3年) 18               澤田　花音(ｻﾜﾀﾞ ｶﾉﾝ)

個人メドレー 200m１３～１４歳1100 男子中学(2年) 13                2:07.48井上　　亮(ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ)

個人メドレー 200m１５～１６歳1099 男子高校(1年) 16 日大藤沢 2:00.64大川　生流(ｵｵｶﾜ ﾊﾙ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(1年) 16 日大藤沢 2:07.23

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16 日大藤沢 1:00.44
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1098 男子高校(1年) 16               東條　颯大(ﾄｳｼﾞｮｳ ｿｳﾀ)

自由形　　　 200m１５～１６歳1097 男子高校(2年) 16                1:50.67葛西　颯玖(ｶｻｲ ｿｳｷ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:02.35

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  54.73

自由形　　　  50mＣＳ1096 男子高校(2年) 17                  23.20伊勢　空翔(ｲｾ ﾀｶﾄ)

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(2年) 17                1:47.76

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17                  49.60

1095 男子高校(3年) 17               根本　泰志(ﾈﾓﾄ ﾀｲｼ)

14564：ｲﾄﾏﾝ横須賀      (ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳1113 女子中学(1年) 12                  29.84田邉　奈央(ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ)

バタフライ　 100m１３～１４歳1112 女子中学(3年) 14                1:01.96古賀　華泳(ｺｶﾞ ﾊﾅｴ)

1111 女子中学(3年) 14               猪熊英玲奈(ｲﾉｸﾏ ｴﾚﾅ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1110 女子中学(3年) 14                1:00.87二本木望来(ﾆﾎﾝｷﾞ ﾐﾗｲ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:10.47

1109 女子中学(3年) 14               阿部　夕華(ｱﾍﾞ ﾕｳｶ)

自由形　　　  50mＣＳ1108 男子高校(3年) 18                  22.89松原　光佑(ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ)

14569：コナミ洋光台    (ｺﾅﾐﾖｳｺｳ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳1115 男子中学(1年) 12                2:04.97和田野海心(ﾜﾀﾞﾉ ｶｲｼﾝ)

自由形　　　  50m１３～１４歳1114 男子中学(3年) 14                  24.39加藤　琉章(ｶﾄｳ ﾘｭｳｼｮｳ)

14572：ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       (CSﾖｺﾊﾏ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1121 女子小学(4年) 10                  37.12鹿野　友果(ｼｶﾉ ﾄﾓｶ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10                2:37.63

バタフライ　  50m１０歳以下1120 女子小学(5年) 10                  32.03山賀　　天(ﾔﾏｶﾞ ｿﾗ)

個人メドレー 200m１３～１４歳1119 男子中学(3年) 14                2:07.22杉下　　陽(ｽｷﾞｼﾀ ｱｷﾗ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                4:36.14

バタフライ　 200m１５～１６歳1118 男子中学(3年) 15                2:00.85打出　晴大(ｳﾁｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15                2:03.29

バタフライ　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                  55.68

自由形　　　 400m１５～１６歳1117 男子高校(1年) 16 日大藤沢 3:55.12市川　大樹(ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ)

自由形　　　 400m１５～１６歳1116 男子高校(1年) 16 三浦学苑 3:55.91藤林　大耀(ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ

14574：ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚     (CSﾋｶﾄﾂｶ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1123 女子中学(3年) 15                2:13.72鈴木　結蘭(ｽｽﾞｷ ﾕﾗ)

自由形　　　  50m１１～１２歳1122 男子中学(1年) 12                  24.24山田　将大(ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  53.64

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  27.28

14579：横浜サクラ      (ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下1124 女子小学(5年) 10                2:37.20白旗　みあ(ｼﾗﾊﾀ ﾐｱ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  29.65

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.73
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14580：伊勢原SC        (ｲｾﾊﾗSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1125 男子高校(1年) 15                2:06.50添田　重樹(ｿｴﾀﾞ ｼｹﾞｷ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15                  57.47

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15                  51.51

14582：ニスポ元住吉    (ﾆｽﾎﾟﾓﾄｽﾐ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳1126 男子中学(1年) 12                  57.38石川　陽色(ｲｼｶﾜ ﾋｲﾛ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:05.26

14584：SPﾎｳﾄｸ金沢      (SPﾎｳﾄｸKA       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100mＣＳ1127 男子高校(3年) 17                  50.41戸倉　晴城(ﾄｸﾗ ﾊﾙｷ)

14586：ｾﾝﾄﾗﾙ本郷台     (ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾝｺ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1130 男子中学(2年) 14                2:19.53廣本琥大郎(ﾋﾛﾓﾄ ｺﾀﾛｳ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14                1:04.21

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1129 男子中学(3年) 14                  56.48平山　大遥(ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲﾖｳ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:04.98

背泳ぎ　　　 100mＣＳ1128 男子高校(2年) 17                  53.94水野　吉晴(ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾊﾙ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(2年) 17                1:58.96

14589：イトマン横浜    (ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下1131 男子小学(5年) 10                2:34.74新川　　耀(ﾆｯｶﾜ ｱｶﾙ)

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.19

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  33.76

14591：マック藤沢      (ﾏｯｸﾌｼﾞｻﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1132 男子小学(5年) 10                  29.38木村　騎士(ｷﾑﾗ ﾅｲﾄ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.85

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:35.90

14595：協栄MD相模原    (KYOEI-S        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1133 女子小学(5年) 10                  29.88坂井　志帆(ｻｶｲ ｼﾎ)

14600：ＳＰホウトク    (SPﾎｳﾄｸ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳1134 女子高校(2年) 16 桐蔭学園高校   26.14神部　莉乃(ｶﾝﾍﾞ ﾘﾉ)

14602：イトマン多摩    (ｲﾄﾏﾝﾀﾏ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1142 女子小学(6年) 12                  31.77清水　心遥(ｼﾐｽﾞ ｺﾊﾙ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:06.56

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1141 女子中学(1年) 12                  34.46久保　芳瑠(ｸﾎﾞ ﾐﾁﾙ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1140 女子高校(1年) 15 日大藤沢 2:17.00池田　麗心(ｲｹﾀﾞ ﾘﾐ)

バタフライ　 200mＣＳ1139 女子高校(3年) 18 日大藤沢 2:13.32宮根　芽生(ﾐﾔﾈ ﾒｲ)
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個人メドレー 200m１０歳以下1138 男子小学(5年) 10                2:36.57吉田　皓大(ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ)

自由形　　　 200m１１～１２歳1137 男子中学(1年) 12                2:06.85菅原　健悟(ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:19.96

自由形　　　 100m１５～１６歳1136 男子中学(3年) 15                  51.56細野　健人(ﾎｿﾉ ｹﾝﾄ)

バタフライ　 200m１５～１６歳1135 男子高校(1年) 16                2:01.07西森勇太朗(ﾆｼﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ)

14628：ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       (ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1166 女子小学(5年) 10               武田　梨沙(ﾀｹﾀﾞ ﾘｻ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1165 女子小学(5年) 10                  38.04荒川　真衣(ｱﾗｶﾜ ﾏｲ)

1164 女子小学(5年) 10               岩橋　友菜(ｲﾜﾊｼ ﾕﾅ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1163 女子小学(5年) 10                  34.81若山　瑠夏(ﾜｶﾔﾏ ﾙｶ)

1162 女子小学(5年) 11               鈴木　灯音(ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ)

1161 女子小学(5年) 11               渡部　颯子(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｺ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1160 女子小学(6年) 12                1:03.80門間　椎南(ﾓﾝﾏ ｼｲﾅ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  29.96

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  27.67

バタフライ　  50m１１～１２歳1159 女子小学(6年) 12                  29.32八木　陽夏(ﾔｷﾞ ﾋﾅﾂ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:14.57

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  34.49

自由形　　　  50m１１～１２歳1158 女子中学(1年) 12                  27.87石川　真琴(ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ)

個人メドレー 400m１３～１４歳1157 女子中学(2年) 14                4:50.68小林久奈乃(ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾉ)

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14                4:16.36

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:03.21

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1156 女子中学(3年) 15                2:26.01石川　結菜(ｲｼｶﾜ ﾕｲﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子中学(3年) 15                1:09.44

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1155 女子高校(1年) 15                2:05.48山本　千晶(ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1154 女子高校(1年) 15                1:10.00亀井　彩華(ｶﾒｲ ｻﾔｶ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15                2:27.55

自由形　　　 100m１５～１６歳1153 女子高校(1年) 15                  57.07宍戸　梨穂(ｼｼﾄﾞ ﾘﾎ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1152 女子高校(2年) 16                1:07.21中澤　海凪(ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:22.29

個人メドレー 400mＣＳ1151 女子高校(3年) 17                4:33.99野井　珠稀(ﾉｲ ﾀﾏｷ)

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:09.16

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 17                1:01.47

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1150 女子高校(3年) 17                2:23.21水野　　響(ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 17                1:09.02

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1149 男子小学(5年) 10                  38.25和田侑汰郎(ﾜﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ)

自由形　　　  50m１０歳以下1148 男子小学(5年) 10                  29.58松本夏ノ介(ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾉｽｹ)

1147 男子中学(2年) 13               曳地　凌介(ﾋｷﾁ ﾘｮｳｽｹ)

1146 男子中学(2年) 13               山川　大翔(ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲﾄ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1145 男子中学(3年) 14                2:07.75渡辺　大輝(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  58.67

個人メドレー 400m１３～１４歳1144 男子中学(3年) 14                4:24.52齋藤　　龍(ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:10.67

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:02.42

個人メドレー 200mＣＳ1143 男子高校(3年) 18                1:57.08渡辺　裕太(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ)
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14631：ATSC.YW         (ATSC.YW        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１３～１４歳1178 女子中学(2年) 14                  57.73谷口満里奈(ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ)

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  27.20

自由形　　　  50m１３～１４歳1177 女子中学(3年) 14                  26.59岩見　萌結(ｲﾜﾐ ﾓﾕ)

1176 女子中学(3年) 14               前田亜莉紗(ﾏｴﾀﾞ ｱﾘｻ)

1175 女子中学(3年) 14               伊藤　琉夏(ｲﾄｳ ﾙﾅ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1174 女子中学(3年) 15                1:01.23岩崎　真依(ｲﾜｻｷ ﾏｲ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15                2:16.90

バタフライ　 100m１５～１６歳1173 女子高校(1年) 15                  59.31平井　瑞希(ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ)

バタフライ　 100m１５～１６歳1172 女子高校(2年) 16                1:00.94太田　　煌(ｵｵﾀ ｷﾗ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1171 女子高校(2年) 16 八王子高校   26.35鈴木　莉緒(ｽｽﾞｷ ﾘｵ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16 八王子高校   56.52

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 八王子高校 2:03.34

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1170 女子高校(2年) 17                1:09.84河合　美紗(ｶﾜｲ ﾐｻ)

1169 女子高校(2年) 17               守谷　希波(ﾓﾘﾔ ﾉﾉﾊ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1168 男子中学(1年) 12                  30.01安部　壱草(ｱﾍﾞ ｲﾁｻ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1167 男子高校(3年) 18                1:03.30鈴木　　翔(ｽｽﾞｷ ｼｮｳ)

14635：ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚       (ｾﾝﾄﾗﾙﾄﾂｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳1182 女子中学(1年) 12                1:00.17吉川　友椛(ﾖｼｶﾜ ﾕｳｶ)

自由形　　　 200m１５～１６歳1181 女子高校(2年) 16 日大藤沢 2:02.19笹目　南帆(ｻｻﾒ ﾅﾎ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 日大藤沢 2:17.95

自由形　　　 400m１５～１６歳女子高校(2年) 16 日大藤沢 4:18.38

自由形　　　  50mＣＳ1180 女子高校(3年) 18 湘南工大附   26.29山下さくら(ﾔﾏｼﾀ ｻｸﾗ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 湘南工大附 1:00.88

バタフライ　 200m１３～１４歳1179 男子中学(2年) 14                2:08.92神先　浩気(ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛｷ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  58.35

14638：ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS平塚    (DSCﾋﾗﾂｶ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1184 女子中学(1年) 12                  30.70中園　真恵(ﾅｶｿﾞﾉ ﾏｴ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1183 男子小学(6年) 12                  30.14中嶋　圭祐(ﾅｶｼﾏ ｹｲｽｹ)

14644：相模原市水協    (WILL           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1185 女子高校(3年) 18 麻溝台高校 1:10.03橋本　麻衣(ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18 麻溝台高校 2:27.65

14645：イトマン港北    (ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1205 女子小学(5年) 10                  32.23岩田　咲茉(ｲﾜﾀ ｴﾏ)

自由形　　　 100m１３～１４歳1204 女子中学(1年) 13                  58.09本保花菜子(ﾓﾄﾔｽ ｶﾅｺ)

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(1年) 13                  26.88

個人メドレー 400m１３～１４歳1203 女子中学(1年) 13                5:00.16村上　心都(ﾑﾗｶﾐ ｺﾄ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13                2:18.79

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13                1:02.28

個人メドレー 200m１３～１４歳1202 女子中学(2年) 13                2:13.69石川　真菜(ｲｼｶﾜ ﾏﾅ)

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(2年) 13                  25.92
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平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1202 女子中学(2年) 13                1:08.08石川　真菜(ｲｼｶﾜ ﾏﾅ)

個人メドレー 200m１３～１４歳1201 女子中学(2年) 13                2:18.33妻木　唯凪(ﾂﾏｷ ﾕｲﾅ)

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                1:02.71

自由形　　　  50m１３～１４歳1200 女子中学(2年) 14                  26.76松波　海凪(ﾏﾂﾅﾐ ﾐﾅｷﾞ)

個人メドレー 400m１３～１４歳1199 女子中学(2年) 14                4:53.70根岸　空希(ﾈｷﾞｼ ｿﾗﾈ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:21.20

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:16.19

個人メドレー 200m１３～１４歳1198 女子中学(3年) 14                2:19.54児玉　海生(ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:17.58

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                1:01.30

バタフライ　 100m１５～１６歳1197 女子高校(1年) 15                1:01.71木所美音楽(ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ)

個人メドレー 400m１５～１６歳女子高校(1年) 15                4:45.21

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15                2:14.97

1196 男子小学(5年) 11               天野　　祐(ｱﾏﾉ ﾕｳ)

自由形　　　  50m１１～１２歳1195 男子小学(6年) 12                  26.27平林　弥真(ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ)

自由形　　　 100m１１～１２歳1194 男子中学(1年) 12                  57.63松波　海杜(ﾏﾂﾅﾐ ｶｲﾄ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.37

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1193 男子中学(1年) 12                  28.39川村　勇仁(ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.97

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:21.66

1192 男子中学(2年) 13               小林　　海(ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾅ)

個人メドレー 400m１３～１４歳1191 男子中学(3年) 14                4:28.89田中　　駿(ﾀﾅｶ ｼｭﾝ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:05.10

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:53.09

1190 男子中学(3年) 14               川村　謙太(ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ)

自由形　　　  50m１３～１４歳1189 男子中学(3年) 14                  25.10吉田　和真(ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  57.21

1188 男子中学(3年) 14               柏屋龍之介(ｶｼﾜﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1187 男子高校(1年) 16                1:02.17小笠原侑海(ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾏ)

個人メドレー 400mＣＳ1186 男子高校(3年) 17                4:19.00上川畑　英(ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                2:03.47

自由形　　　 400mＣＳ男子高校(3年) 17                3:48.35

14647：ﾙﾈｻﾝｽ港南台     (ﾙ･ｺｳﾅﾝﾀﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1213 女子小学(5年) 10                  29.86鈴木　里果(ｽｽﾞｷ ｻﾄﾊ)

自由形　　　 100m１１～１２歳1212 女子小学(6年) 12                1:00.13吉川　海遥(ﾖｼｶﾜ ﾐﾊﾙ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  27.46

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1211 女子中学(2年) 14                1:11.53持田　織映(ﾓﾁﾀﾞ ｵﾘｴ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1210 女子高校(2年) 16                  26.35井上さくら(ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1209 女子高校(2年) 16                  26.84吉川　千遥(ﾖｼｶﾜ ﾁﾊﾙ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1208 男子中学(1年) 12                  31.90德永　結哉(ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾔ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:09.88

自由形　　　 100m１３～１４歳1207 男子中学(3年) 14                  53.13鈴木　蓮波(ｽｽﾞｷ ﾚﾝﾊ)

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  24.97

自由形　　　 200mＣＳ1206 男子高校(3年) 17                1:50.06伊藤　　翼(ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ)

14649：ﾙﾈｻﾝｽ港南中     (ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1219 女子小学(5年) 10                  30.10加藤　蒼依(ｶﾄｳ ｱｵｲ)
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背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1218 女子高校(2年) 16 日大藤沢 1:02.46大矢　羽奏(ｵｵﾔ ﾜｶﾅ)

1217 男子小学(5年) 10               萩原　　悠(ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳ)

自由形　　　  50m１０歳以下1216 男子小学(5年) 10                  29.17猪股　莉空(ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  30.96

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  33.53

1215 男子小学(5年) 10               川島虎大良(ｶﾜｼﾏ ｺﾀﾛｳ)

1214 男子小学(5年) 10               津野　煌心(ﾂﾉ ｺｳｼﾝ)

14651：レオＳＳ愛川    (ﾚｵSSｱｲｶﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1220 男子中学(3年) 14                  24.14五十嵐啓太(ｲｶﾞﾗｼ ｹｲﾀ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  53.05

14654：レオＳＳ旭      (ﾚｵSSｱｻﾋ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1221 男子高校(1年) 16 日大藤沢 1:02.68加藤慧太朗(ｶﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ)

14656：ｻｷﾞﾇﾏSC鷺沼     (ｻｷﾞﾇﾏSCS       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1225 女子小学(5年) 10                  31.90熊本　　結(ｸﾏﾓﾄ ﾕｳ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  29.78

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1224 女子中学(1年) 12                1:05.06熊本　　鈴(ｸﾏﾓﾄ ﾘﾝ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:04.44

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:22.96

自由形　　　  50m１５～１６歳1223 女子高校(1年) 16                  26.26澤﨑　舞衣(ｻﾜｻﾞｷ ﾏｲ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1222 男子高校(1年) 15                1:04.32武藤　大晴(ﾑﾄｳ ﾀｲｾｲ)

14658：NECGSC溝の口    (NECGSC M       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1231 女子中学(1年) 12                  34.09山本ことり(ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾘ)

バタフライ　 100mＣＳ1230 女子高校(3年) 18 日大藤沢   58.53山本けいと(ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ)

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 18 日大藤沢 2:15.71

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1229 男子中学(2年) 14                1:06.12高田　誠仁(ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1228 男子中学(3年) 14                  55.01小山　雄大(ｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:01.34

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:02.09

自由形　　　  50m１５～１６歳1227 男子高校(1年) 15 日大藤沢   23.59岩瀬　智也(ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15 日大藤沢   51.02

自由形　　　 100mＣＳ1226 男子高校(3年) 18 桐光学園   50.38岡部　快澄(ｵｶﾍﾞ ｶｲﾄ)

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(3年) 18 桐光学園   22.86

14659：協栄MD座間      (KYOEI-Z        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100mＣＳ1232 女子高校(3年) 17 桐蔭学園高校   57.53安立　胡春(ｱﾀﾞﾁ ｺﾊﾙ)

自由形　　　  50mＣＳ女子高校(3年) 17 桐蔭学園高校   26.03

14662：メガロス大和    (ﾒｶﾞﾛｽﾔﾏﾄ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1235 女子中学(2年) 14                2:32.29小島　海音(ｺｼﾞﾏ ｱﾏﾈ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                1:11.40

自由形　　　  50m１５～１６歳1234 女子高校(1年) 16                  26.86竹内　若葉(ﾀｹｳﾁ ﾜｶﾊﾞ)
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自由形　　　  50m１３～１４歳1233 男子中学(3年) 14                  25.10高木　陽斗(ﾀｶｷ ﾊﾙﾄ)

14664：ｾﾝﾄﾗﾙ藤沢       (CSﾌｼﾞｻﾜ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1240 女子中学(2年) 14                1:01.73窪沢　杏南(ｸﾎﾞｻﾜ ｱﾝﾅ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  58.01

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:13.26

自由形　　　 100mＣＳ1239 女子高校(2年) 17 日大藤沢   56.27溝口　歩優(ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾕ)

自由形　　　  50mＣＳ女子高校(2年) 17 日大藤沢   25.23

自由形　　　  50mＣＳ1238 女子高校(3年) 17 日大藤沢   25.36兼松　さや(ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 17 日大藤沢   55.75

1237 女子高校(3年) 18               伊東　真輝(ｲﾄｳ ﾏｷ)

個人メドレー 200m１１～１２歳1236 男子中学(1年) 12                2:19.98窪沢　　隼(ｸﾎﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ)

14666：ｾﾝﾄﾗﾙ湘南台     (CS ｼｮｳﾅﾝ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1241 女子小学(6年) 12                  30.75太田　千鶴(ｵｵﾀ ﾁﾂﾞﾙ)

14667：Oahu若葉台      (Oahuﾜｶﾊﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1242 女子小学(5年) 10                  30.08牧羽　由莉(ﾏｷﾊﾞ ﾕﾘ)

14675：ｾﾝﾄﾗﾙ能見台     (CSﾉｳｹﾝﾀﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1243 女子高校(3年) 17                1:10.45穂積　　楓(ﾎﾂﾞﾐ ｶｴﾃﾞ)

15：山  梨

15017：都留            (ﾂﾙ             )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳1244 男子高校(2年) 16                1:50.92小嶋　大蒼(ｺｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ)

15506：ﾌﾞﾙｰｱｰｽ甲西     (ﾌﾞﾙｰｺｳｻｲ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ1246 女子高校(3年) 18                  26.79有浦　光虹(ｱﾘｳﾗ ﾐｸ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18                  57.90

自由形　　　 100m１１～１２歳1245 男子中学(1年) 12                  57.52浅野　梨仁(ｱｻﾉ ﾘﾋﾄ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:06.24

15507：ﾌﾞﾙｰｱｰｽ石和     (ﾌﾞﾙｰｲｻﾜ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳1247 女子中学(1年) 12                  28.03福田このみ(ﾌｸﾀﾞ ｺﾉﾐ)

15511：フィッツ甲府    (ﾌｨｯﾂｺｳﾌ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1248 男子高校(3年) 17                1:58.37山内　洋喜(ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｷ)

15512：フィッツ青葉    (ﾌｨｯﾂｱｵﾊﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1249 男子中学(3年) 14                1:05.33大森　理央(ｵｵﾓﾘ ﾘｵ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:18.66
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15513：フィッツ塩山    (ﾌｨｯﾂｴﾝｻﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳1250 女子小学(6年) 11                  29.66池水さら彩(ｲｹﾐｽﾞ ｻﾗｻ)

15520：フィッツ竜王    (ﾌｨｯﾂﾘｭｳ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ1252 女子高校(2年) 17                1:01.24成島　夕愛(ﾅﾙｼﾏ ﾕｱ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1251 男子中学(3年) 15                  23.28八木野航平(ﾔｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                  51.01

バタフライ　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                  54.40

15807：甲府ジュニア    (ｺｳﾌｼﾞｭﾆｱ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1254 女子中学(3年) 14                2:14.68平嶋亜沙美(ﾋﾗｼﾏ ｱｻﾐ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  57.97

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                1:03.37

自由形　　　  50m１１～１２歳1253 男子中学(1年) 12                  27.01平嶋　蒼大(ﾋﾗｼﾏ ｿｳﾀ)

16：長  野

16511：ＳＡＭ松本      (ｻﾑﾏﾂﾓﾄ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1255 男子中学(1年) 12                  30.94大槻　凌久(ｵｵﾂｷ ﾘｸ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:06.96

16513：ＳＡＭ塩尻      (SAMｼｵｼﾞﾘ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1257 女子小学(5年) 10                  32.73丸山　侑花(ﾏﾙﾔﾏ ﾕｶ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1256 男子中学(2年) 14                1:06.01吉江　世梛(ﾖｼｴ ｾﾅ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:23.41

16521：ＩＳＣ高森      (ISCﾀｶﾓﾘ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1258 女子小学(5年) 10                  32.75奥田菜都弥(ｵｸﾀ ﾅﾂﾐ)

16522：ＩＳＣ飯田      (ISCｲｲﾀﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1264 女子小学(4年) 10               萱間　徳子(ｶﾔﾏ ﾉﾘｺ)

1263 女子小学(5年) 10               横川実紗季(ﾖｺｶﾜ ﾐｻｷ)

個人メドレー 200m１０歳以下1262 女子小学(5年) 10                2:34.79市村愛美海(ｲﾁﾑﾗ ｱﾐｶ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.28

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  29.71

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1261 女子小学(5年) 10                  32.76長尾　愉貞(ﾅｶﾞｵ ﾕｳｻ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  32.01

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:32.34

個人メドレー 200m１０歳以下1260 男子小学(5年) 10                2:34.57中澤　心哉(ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾝﾔ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.88

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.55

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1259 男子中学(1年) 12                1:03.19横川　誠大(ﾖｺｶﾜ ﾏｻﾋﾛ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  29.89
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16526：ＩＳＣ駒ヶ根    (ISCｺﾏｶﾞﾈ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1265 女子中学(2年) 14                1:13.69松原　寧音(ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾈﾈ)

16527：大町ＳＳ        (ｵｵﾏﾁSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1266 男子中学(2年) 13                  25.22林　　　龍(ﾊﾔｼ ﾘｭｳ)

16551：ＳＡＭ長野      (SAMﾅｶﾞﾉ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１３～１４歳1268 女子中学(3年) 14                2:22.10鈴木　茉陽(ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾙ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1267 男子中学(2年) 14                1:05.44堀内　晴翔(ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾄ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:21.04

16554：長野DS中央      (ﾅｶﾞﾉDSﾁｭ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１３～１４歳1271 女子中学(3年) 14                  59.09米山　理咲(ﾖﾈﾔﾏ ﾘｻ)

バタフライ　 100m１５～１６歳1270 女子高校(1年) 15                  59.75清水　花峰(ｼﾐｽﾞ ｶﾎ)

バタフライ　 100m１１～１２歳1269 男子中学(1年) 12                1:00.22増田　　暁(ﾏｽﾀﾞ ｱｷ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.68

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  27.98

16556：ﾙﾈｻﾝｽ松本       (ﾙ･ﾏﾂﾓﾄ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳1273 女子小学(6年) 12                  28.00郷間　千晴(ｺﾞｳﾏ ﾁﾊﾙ)

バタフライ　  50m１１～１２歳1272 男子中学(1年) 12                  29.03金井小次郎(ｶﾅｲ ｺｼﾞﾛｳ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:03.87

17：新  潟

17043：長岡大手        (ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１５～１６歳1279 女子高校(1年) 15                  56.89小俣みなも(ｺﾏﾀ ﾐﾅﾓ)

自由形　　　  50m１５～１６歳女子高校(1年) 15                  25.67

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1278 女子高校(1年) 16                1:10.61諸里　日向(ﾓﾛｻﾄ ﾋﾅﾀ)

バタフライ　 100m１５～１６歳1277 男子高校(2年) 16                  55.99峠　　蓮人(ﾄｳｹﾞ ﾚﾝﾄ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ1276 男子高校(2年) 17                  54.65上村祐太朗(ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ)

1275 男子高校(3年) 17               堀口　登矢(ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄｳﾔ)

1274 男子高校(3年) 18               高木　弥瑠(ﾀｶｷ ﾜﾀﾙ)

17208：日本文理        (ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳1285 男子高校(2年) 16                  24.25佐藤　琥珀(ｻﾄｳ ｺﾊｸ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  52.68

1284 男子高校(2年) 16               丸山　　伯(ﾏﾙﾔﾏ ﾊｸ)

個人メドレー 200m１５～１６歳1283 男子高校(2年) 16                2:03.96山田　健太(ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ)

自由形　　　 200mＣＳ1282 男子高校(2年) 17 Ｔ＆Ｓ新発田 1:49.99塚本　悠悟(ﾂｶﾓﾄ ﾕｳｺﾞ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(2年) 17 Ｔ＆Ｓ新発田 2:00.98

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1281 男子高校(3年) 17                2:00.30田中　　智(ﾀﾅｶ ｻﾄｼ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17                  58.10

バタフライ　 200mＣＳ1280 男子高校(3年) 18                2:00.83羽生　朝喜(ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ)
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バタフライ　 100mＣＳ1280 男子高校(3年) 18                  54.27羽生　朝喜(ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ)

17210：中越            (ﾁｭｳｴﾂ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳1286 女子高校(1年) 15                  26.88山田　妃夏(ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾒｶ)

17300：燕              (ﾂﾊﾞﾒﾁｭｳ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1287 男子中学(1年) 12                  31.27深海　隆嶺(ﾌｶｳﾐ ﾀｶﾈ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:06.33

17503：ＪＳＳ長岡      (JSSﾅｶﾞｵｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳1292 女子中学(1年) 12                  27.70浅野　葵衣(ｱｻﾉ ｱｵｲ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.62

自由形　　　 200m１３～１４歳1291 女子中学(2年) 14                2:05.35高橋こうめ(ﾀｶﾊｼ ｺｳﾒ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1290 女子中学(3年) 14                1:10.63渡邉　　瑛(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ)

自由形　　　  50mＣＳ1289 女子高校(2年) 17                  26.64多田　茉凛(ﾀﾀﾞ ﾏﾘﾝ)

自由形　　　 200m１１～１２歳1288 男子中学(1年) 12                2:05.24内藤　　珀(ﾅｲﾄｳ ﾊｸ)

17505：アクシー東      (ｱｸｼｰﾋｶﾞｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳1304 女子中学(1年) 12                2:10.81坂爪　　華(ｻｶﾂﾒ ﾊﾅ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:00.36

自由形　　　 100m１１～１２歳1303 女子中学(1年) 12                1:00.63橋本　志保(ﾊｼﾓﾄ ｼﾎ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  26.92

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  28.66

1302 女子中学(1年) 12               坂口　莉子(ｻｶｸﾞﾁ ﾘｺ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1301 女子中学(1年) 12                1:13.70佐藤　朝日(ｻﾄｳ ﾓｶ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  34.64

1300 女子中学(1年) 12               阿部　心咲(ｱﾍﾞ ﾐｻｷ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1299 女子中学(1年) 12                  34.14神田　倫来(ｶﾝﾀﾞ ﾘﾝｺ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:13.17

1298 男子小学(4年) 10               星野　琉夏(ﾎｼﾉ ﾙｶ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1297 男子小学(4年) 10                  37.38眞島　郁大(ﾏｼﾏ ｱﾔﾄ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10                  31.02

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(4年) 10                2:40.18

1296 男子小学(5年) 10               磯辺　絆介(ｲｿﾍﾞ ﾊﾝｽｹ)

1295 男子小学(5年) 10               岩崎　悠太(ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ)

バタフライ　  50m１１～１２歳1294 男子小学(6年) 11                  28.98若槻　恭助(ﾜｶﾂｷ ｷｮｳｽｹ)

自由形　　　  50m１３～１４歳1293 男子中学(3年) 14                  24.43坂爪　瀬七(ｻｶﾂﾒ ｾﾅ)

17506：上越正和ＳＳ    (ｼﾞｮｳｴﾂｾｲﾜ      )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1307 男子小学(5年) 10                  33.50根岸　大空(ﾈｷﾞｼ ｿﾗ)

個人メドレー 200m１３～１４歳1306 男子中学(2年) 14                2:07.25根岸　歩夢(ﾈｷﾞｼ ｱﾕﾑ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14                4:25.87

自由形　　　 100m１３～１４歳1305 男子中学(2年) 14                  53.36山﨑　勇翔(ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾄ)

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  24.90
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17510：ダッシュ新潟    (ﾀﾞｯｼｭﾆｲｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1308 男子中学(3年) 14                  24.36山倉　悠斗(ﾔﾏｸﾗ ﾕｳﾄ)

17538：ＳＡ柏崎        (SAｶｼﾜｻﾞｷ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1315 女子小学(5年) 10                  37.72中島　瑠唯(ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ)

バタフライ 100m１１～１２歳1314 女子小学(6年) 12                1:05.19吉田　心咲(ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ)

バタフライ  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  29.27

1313 女子高校(1年) 15               吉田　愛璃(ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾘ)

平泳ぎ 100m１５～１６歳1312 女子高校(1年) 16                1:11.41小山　風香(ｺﾔﾏ ﾌｳｶ)

平泳ぎ 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16                2:30.41

1311 女子高校(1年) 16               樋口　更紗(ﾋｸﾞﾁ ｻﾗｻ)

バタフライ　 100mＣＳ1310 女子高校(3年) 17                  59.04山岸はるか(ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｶ)

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:10.19

バタフライ　 100mＣＳ1309 女子高校(3年) 17                1:01.95須貝　心美(ｽｶﾞｲ ｺｺﾐ)

17544：アクシー巻      (ｱｸｼｰMAKI       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200mＣＳ1316 女子高校(3年) 17                2:16.42佐藤　真波(ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ)

17566：ダッシュ三条    (ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1319 女子高校(1年) 16                1:01.63津端　　舞(ﾂﾊﾞﾀ ﾏｲ)

自由形　　　  50m１３～１４歳1318 男子中学(3年) 14                  24.73田中　悠太(ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ)

自由形　　　 100m１５～１６歳1317 男子高校(1年) 15                  51.13本間　匠騎(ﾎﾝﾏ ｼｮｳｷ)

17572：アクシー亀田    (ｱｸｼｰｶﾒﾀﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳1320 男子高校(1年) 16                  24.26堀内　　光(ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾙ)

17589：ダッシュ新津    (ﾀﾞｯｼｭﾆｲﾂ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１３～１４歳1324 女子中学(2年) 14                  58.28神田　行空(ｶﾝﾀﾞ ｲｿﾗ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                1:05.31

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  27.15

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1323 男子中学(1年) 12                1:10.06菊入　　實(ｷｸｲﾘ ﾐﾉﾙ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  32.03

自由形　　　 100m１１～１２歳1322 男子中学(1年) 12                  58.64長谷川将大(ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.86

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1321 男子中学(3年) 14                1:06.69田夛　悠人(ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ)

17623：ＪＳＳ中野山    (JSSﾅｶﾉﾔﾏ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１３～１４歳1325 男子中学(2年) 14                2:08.58清水　優希(ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ)

18：富  山

18500：富山ＳＣ        (ﾄﾔﾏSC          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1336 女子中学(2年) 14                2:30.84和田　唯加(ﾜﾀﾞ ﾕｲｶ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                1:11.55
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バタフライ 100m１５～１６歳1335 女子高校(2年) 16 富山国際大付   59.65大上詩央里(ｵｵｶﾐ ｼｵﾘ)

バタフライ 200mＣＳ女子高校(2年) 16 富山国際大付 2:08.58

個人メドレー 400mＣＳ1334 女子高校(3年) 17                4:41.69山川　陽菜(ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾅ)

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:15.11

1332 男子中学(2年) 13               杉浦　雅人(ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾄ)

1333 男子中学(2年) 13               杉浦　勇人(ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾄ)

1331 男子中学(2年) 14               宮田　颯土(ﾐﾔﾀ ﾊﾔﾄ)

自由形　　　 100m１３～１４歳1330 男子中学(3年) 14                  52.96山本　新汰(ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  56.80

1329 男子中学(3年) 15               赤田　　誉(ｱｶﾀﾞ ﾎﾏﾚ)

平泳ぎ 100mＣＳ1328 男子高校(2年) 16 富山国際大付 1:00.01中田秀次郎(ﾅｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞﾛｳ

平泳ぎ 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16 富山国際大付 2:11.96

1327 男子高校(2年) 17 富山国際大付大原　巧也(ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾔ)

自由形　　　 200mＣＳ1326 男子高校(3年) 18                1:48.24上田　滉貴(ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18                  50.22

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 18                  54.29

18504：ナントＳＣ      (ﾅﾝﾄSC          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１１～１２歳1344 女子中学(1年) 12                2:25.09大鋸谷紗未(ｵｶﾞﾔ ｻﾐ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1343 女子中学(2年) 14                2:19.69大西　琴葉(ｵｵﾆｼ ｺﾄﾊ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                1:04.09

1342 女子中学(3年) 14               平田　想奈(ﾋﾗﾀ ｿﾅ)

バタフライ　 100m１３～１４歳1341 女子中学(3年) 14                1:01.67秋田　真鈴(ｱｷﾀ ﾏﾘﾝ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:15.34

自由形　　　  50m１３～１４歳1340 女子中学(3年) 14                  26.95中嶋　　優(ﾅｶｼﾏ ﾕｳ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  58.79

バタフライ　 100m１５～１６歳1339 女子中学(3年) 15                1:01.39中嶋　　碧(ﾅｶｼﾏ ｱｵ)

個人メドレー 400m１５～１６歳女子中学(3年) 15                4:47.08

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15                2:29.00

個人メドレー 200m１０歳以下1338 男子小学(5年) 10                2:39.17髙村　星那(ﾀｶﾑﾗ ｾﾅ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  33.74

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.61

自由形　　　 100m１５～１６歳1337 男子高校(1年) 16                  51.51松居　颯真(ﾏﾂｲ ｿｳﾏ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16                1:51.36

18505：高岡ＳＣ        (ﾀｶｵｶSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１５～１６歳1346 男子高校(1年) 16                  54.91鎌田望琥人(ｶﾏﾀﾞ ﾐｺﾄ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16                2:13.68

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16                1:00.09

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1345 男子高校(3年) 17                1:00.82関　　悠弥(ｾｷ ﾕｳﾔ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                2:12.50

18510：ＪＳＳ本郷      (JSSﾎﾝｺﾞｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1347 女子高校(1年) 16                1:12.14高野　朱理(ﾀｶﾉ ｱｶﾘ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16                2:30.52
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18513：アピア富山      (ｱﾋﾟｱﾄﾔﾏ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1354 女子中学(1年) 12               菅田　愛子(ｽｶﾞﾀ ｱｲｺ)

バタフライ　  50m１１～１２歳1353 女子中学(1年) 12                  29.19大野　花菜(ｵｵﾉ ﾊﾅ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  58.63

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.14

バタフライ　  50m１１～１２歳1352 女子中学(1年) 12                  29.79岩澤　　陸(ｲﾜｻﾞﾜ ﾘｸ)

バタフライ　  50m１１～１２歳1351 女子中学(1年) 12                  29.09細川　亜樹(ﾎｿｶﾜ ｱｷ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:23.54

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:04.44

バタフライ　 200mＣＳ1350 女子高校(3年) 17                2:13.50梅沢　星奈(ｳﾒｻﾞﾜ ｾﾅ)

個人メドレー 200m１１～１２歳1349 男子中学(1年) 12                2:17.34光江　圭司(ﾐﾂｴ ｹｲｼ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:07.93

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  30.92

自由形　　　  50m１３～１４歳1348 男子中学(3年) 14                  24.33髙田　潤也(ﾀｶﾀ ｼﾞｭﾝﾔ)

18522：滑川ＳＣ        (ﾅﾒﾘｶﾜSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳1355 男子小学(6年) 11                  28.26池田　英心(ｲｹﾀﾞ ｴｲｼﾝ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 11                  25.52

自由形　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 11                  56.57

18528：オーパス高岡    (ｵｰﾊﾟｽSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1357 女子小学(6年) 12                1:13.56進藤　咲月(ｼﾝﾄﾞｳ ｻﾂｷ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  33.83

バタフライ　 200m１５～１６歳1356 男子中学(3年) 15                2:00.85森　　祐太(ﾓﾘ ﾕｳﾀ)

19：石  川

19500：能美ＳＣ        (ﾉﾐｽｲﾐﾝｸﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200m１３～１４歳1359 女子中学(3年) 14                2:16.26渡海　愛花(ﾄｶｲ ｱｲｶ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  57.09

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  26.20

バタフライ　  50m１０歳以下1358 男子小学(5年) 10                  30.98津田　敬士(ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾄ)

19503：JSS金沢駅西     (JSSｶﾅｻﾞﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1365 女子小学(5年) 10                  38.44中村　凜香(ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝｶ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1364 男子中学(1年) 12                  30.57小河原光太(ｵｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:06.04

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:21.56

バタフライ　 100m１３～１４歳1363 男子中学(3年) 14                  56.79林谷　颯真(ﾊﾔｼﾀﾆ ｿｳﾏ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:11.86

1362 男子中学(3年) 14               髙桑　裕斗(ﾀｶｸﾜ ﾕｳﾄ)

バタフライ 100m１３～１４歳1361 男子中学(3年) 14                  56.99小河原蒼大(ｵｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ)

バタフライ 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:08.86

1360 男子中学(3年) 14               武田　浬駆(ﾀｹﾀﾞ ﾘｸ)
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19510：金沢ＳＣ西泉    (ｶﾅｻﾞﾜSCﾆ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳1368 男子高校(2年) 16                  22.88東方　琉河(ﾋｶﾞｼｶﾀ ﾙｶ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1367 男子高校(2年) 17                2:10.95岡　　未来(ｵｶ ﾐﾗｲ)

個人メドレー 400mＣＳ1366 男子高校(2年) 17                4:27.40山本　将仁(ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ)

19521：ｿﾗｰﾚ東洋        (ｿﾗｰﾚﾄｳﾖｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100mＣＳ1369 男子高校(2年) 17 小松高校   51.16木川　友来(ｷｶﾞﾜ ﾕｳｷ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(2年) 17 小松高校   54.79

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(2年) 17 小松高校 2:01.23

19528：ＳＡ松任        (SAﾏｯﾄｳ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1377 女子中学(2年) 13               佐藤　瑠亜(ｻﾄｳ ﾙｱ)

1376 女子中学(2年) 14               本野　由芽(ﾓﾄﾉ ﾕﾒ)

バタフライ　 100m１３～１４歳1375 女子中学(2年) 14                1:03.44高橋　歩花(ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1374 女子中学(3年) 14                1:08.33清水真奈江(ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｴ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:26.11

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1373 男子中学(1年) 12                  32.37福岡　宥人(ﾌｸｵｶ ﾕｳﾄ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:12.47

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1372 男子高校(1年) 15 金沢高校 1:02.86高井　直人(ﾀｶｲ ﾅｵﾄ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1371 男子高校(2年) 16 金沢高校   56.21砂田　昇哩(ｽﾅﾀﾞ ｼｮｳﾘ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1370 男子高校(2年) 16                  23.50丸木　悠生(ﾏﾙｷ ﾕｳ)

19536：Ｓ・ギャザー    (S･ｷﾞｬｻﾞｰ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1379 女子小学(5年) 10                  30.39竹田まりも(ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘﾓ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1378 男子高校(1年) 16                  23.87大江　竜生(ｵｵｴ ﾘｭｳｾｲ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16                  52.62

19538：加賀スイム      (ｶｶﾞｽｲﾑ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1381 女子中学(3年) 14                1:13.51小酒　璃子(ｺｻｹ ﾘｺ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1380 男子中学(1年) 12                1:10.94分校　悠汰(ﾌﾞﾝｷﾞｮｳ ﾕｳﾀ)

19539：金沢SC中林      (ｶﾅｻﾞﾜﾅｶ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳1382 女子高校(2年) 16 金沢高校 2:01.50中池　菜緒(ﾅｶｲｹ ﾅｵ)

自由形　　　 400m１５～１６歳女子高校(2年) 16 金沢高校 4:17.05

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(2年) 16 金沢高校 8:39.43

19540：金沢SC小立野    (ｶﾅｻﾞﾜSCｺ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1384 男子小学(5年) 10                  33.66金田　凌空(ｶﾈﾀﾞ ﾘｸ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1383 男子小学(5年) 10                  37.84橘　　希仁(ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏﾋﾄ)

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:39.47

19543：ＪＳＳ粟崎      (JSSｱﾜｶﾞｻ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1385 女子中学(3年) 14                2:34.91金崎　結音(ｶﾈｻｷ ﾕｲﾈ)
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平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1385 女子中学(3年) 14                1:13.19金崎　結音(ｶﾈｻｷ ﾕｲﾈ)

20：福  井

20502：新田塚ふくい    (ﾆｯﾀﾂﾞｶﾌｸ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1387 男子小学(5年) 10                  31.55小澤　　晶(ｵｻﾞﾜ ｱｷﾗ)

バタフライ　  50m１１～１２歳1386 男子小学(6年) 12                  26.60竹野　伊織(ﾀｹﾉ ｲｵﾘ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  59.06

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12                2:14.30

20503：コパンベル      (ｺﾊﾟﾝﾍﾞﾙ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1388 女子小学(5年) 10                  30.29見谷　栞那(ﾐﾀﾆ ｶﾝﾅ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.76

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:37.23

20504：ＫＴＰたけふ    (KTPﾀｹﾌSS       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1389 男子高校(3年) 17                1:01.20佐々木俊亮(ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ)

20506：ＫＴＰつるが    (KTPﾂﾙｶﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1391 男子中学(1年) 12                  31.25西山　理都(ﾆｼﾔﾏ ﾘﾂ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:06.86

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:22.26

個人メドレー 400m１３～１４歳1390 男子中学(2年) 14                4:32.49安田　陽登(ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:11.79

20513：おおいアクア    (ｵｵｲｱｸｱ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ1392 男子高校(3年) 17                  53.99毛利慎之介(ﾓｳﾘ ｼﾝﾉｽｹ)

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                2:02.23

20516：みくにアクア    (ﾐｸﾆｱｸｱ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳1393 女子小学(6年) 11                  29.68吉川　碧海(ﾖｼｶﾜ ｱﾐ)

20809：W.L南条         (WLﾅﾝｼﾞｮｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ1394 男子高校(2年) 16                  23.51谷口　柊弥(ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｳﾔ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 16                  50.43

21：静  岡

21018：飛龍高校(ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳1403 女子高校(1年) 15 東邦ＳＣ 2:04.69山口　愛華(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅｶ)

自由形　　　 400m１５～１６歳女子高校(1年) 15 東邦ＳＣ 4:14.64

自由形　　　 100mＣＳ1402 女子高校(2年) 17 東部ＳＳ   57.21鈴木　月渚(ｽｽﾞｷ ﾙﾅ)

自由形　　　  50mＣＳ女子高校(2年) 17 東部ＳＳ   25.99

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1401 男子高校(1年) 16 東部ＳＳ   58.22奥　　大輝(ｵｸ ﾀﾞｲｷ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16 東部ＳＳ 2:01.80
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個人メドレー 400m１５～１６歳1400 男子高校(2年) 16                4:29.69北本　悠介(ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｽｹ)

自由形　　　 200mＣＳ1399 男子高校(2年) 17                1:53.08大木　優瑠(ｵｵｷ ｳﾘｭｳ)

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(2年) 17               15:35.23

自由形　　　 400mＣＳ男子高校(2年) 17                3:57.00

1398 男子高校(3年) 17               小澤　　秦(ｵｻﾞﾜ ｼﾝ)

自由形　　　  50mＣＳ1397 男子高校(3年) 17 東部ＳＳ   23.06内村　駿斗(ｳﾁﾑﾗ ﾊﾔﾄ)

個人メドレー 400mＣＳ1396 男子高校(3年) 17 ｾｲｼﾝ千代田 4:21.12杉山　大晟(ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲｾｲ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 17 ｾｲｼﾝ千代田   55.33

自由形　　　 400mＣＳ男子高校(3年) 17 ｾｲｼﾝ千代田 3:56.30

1395 男子高校(3年) 17               末光　唯楓(ｽｴﾐﾂ ｲﾌﾞｷ)

21106：静岡市立        (ｼｽﾞｲﾁ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳1404 男子高校(2年) 16 レオリブレ   24.04松田　隼人(ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾔﾄ)

21601：ﾙﾈｻﾝｽ沼津       (ﾙ･ﾇﾏﾂﾞ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1406 女子中学(3年) 14                2:32.91星野　奈々(ﾎｼﾉ ﾅﾅ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ1405 女子高校(2年) 17 日大三島 1:01.26中島　芽郁(ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17 日大三島 2:12.11

21603：RSC富士         (RSCﾌｼ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 400mＣＳ1407 女子中学(3年) 15                4:16.52佐藤　　麗(ｻﾄｳ ｳﾗﾗ)

21610：伊東ＳＳ        (ｲﾄｳSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１３～１４歳1409 女子中学(2年) 14                  58.11戸塚日南子(ﾄﾂｶ ﾋﾅｺ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:05.38

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                1:02.33

自由形　　　 100m１１～１２歳1408 男子小学(6年) 12                  58.79戸塚　晴喜(ﾄﾂｶ ﾊﾙｷ)

21616：東富士ＳＣ      (ﾋｶﾞｼﾌｼﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1412 女子中学(2年) 13                2:13.60藤曲　千佳(ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾁｶ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                1:05.01

バタフライ　 100m１３～１４歳1411 女子中学(3年) 14                1:03.15妹尾　順華(ｾﾉｵ ｱﾔｶ)

バタフライ　 100m１３～１４歳1410 男子中学(2年) 14                  57.59上嶋　万葉(ｳｴｼﾏ ｶｽﾞﾊ)

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:08.29

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:11.92

21617：宇佐美ＳＣ      (ｳｻﾐSC          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1413 女子小学(5年) 10                  29.54杉本　寧々(ｽｷﾞﾓﾄ ﾈﾈ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  38.08

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:32.41

21641：東部ＳＳ        (ﾄｳﾌﾞSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1415 女子小学(5年) 10                  29.94勝又茉里亜(ｶﾂﾏﾀ ﾏﾘｱ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1414 女子中学(3年) 15                  26.44上原　夏南(ｳｴﾊﾗ ｶﾅﾐ)

68 / 120 ページ 2022/08/05



登録団体別申込一覧 第45回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

21643：富士ST          (ﾌｼﾞST          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ1416 女子高校(3年) 17                  26.18磯江月希乃(ｲｿｴ ﾂｷﾉ)

21706：アケアクラブ    (ｱｹｱｸﾗﾌﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳1418 女子小学(6年) 11                  29.90中村　朱里(ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1417 男子中学(1年) 12                1:07.13大瀧　楓馬(ｵｵﾀｷ ﾌｳﾏ)

21725：とこはＳＳ(ﾄｺﾊSS)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 400m１５～１６歳1419 女子高校(1年) 15 城南静岡高 4:14.83髙　　遥香(ﾀｶ ﾊﾙｶ)

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(1年) 15 城南静岡高 8:35.86

21726：島田チャンプ    (ｼﾏﾀﾞﾁｬﾝﾌ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１１～１２歳1420 女子中学(1年) 12 城南静岡中学 1:05.01薮崎　そら(ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｿﾗ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12 城南静岡中学   29.23

21727：焼津チャンプ    (ﾔｲｽﾞC          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1422 女子中学(1年) 12                  35.17野崎　友里(ﾉｻﾞｷ ﾕﾘ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1421 女子中学(3年) 15                  26.74野崎　由夏(ﾉｻﾞｷ ﾕｶ)

21735：エースワン      (ｴｰｽﾜﾝ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1424 女子小学(5年) 10                  30.16永脇　聖奈(ﾅｶﾞﾜｷ ｾｲﾅ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  33.51

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:36.21

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1423 女子高校(3年) 17 城南静岡高校 1:10.52柴本　真衣(ｼﾊﾞﾓﾄ ﾏｲ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17 城南静岡高校 2:26.69

21744：グランツ        (ｸﾞﾗﾝﾂ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１１～１２歳1426 女子中学(1年) 12                1:05.15山川　めぐ(ﾔﾏｶﾜ ﾒｸﾞ)

自由形　　　 200m１１～１２歳1425 女子中学(1年) 12                2:10.07小長谷知花(ｺﾅｶﾞﾔ ﾁｶ)

21747：レオリブレ      (ﾚｵﾘﾌﾞﾚ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1433 女子小学(4年) 10                  37.59高橋　彩月(ﾀｶﾊｼ ｻﾂｷ)

1432 女子小学(5年) 10               山梨　哩奈(ﾔﾏﾅｼ ﾘﾅ)

自由形　　　  50m１０歳以下1431 女子小学(5年) 10                  30.36杉山　亜美(ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾐ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.92

1430 女子小学(5年) 10               松浦　結菜(ﾏﾂｳﾗ ﾕﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1429 女子中学(3年) 14                1:11.14山下　葉菜(ﾔﾏｼﾀ ﾊﾅ)

バタフライ　  50m１１～１２歳1428 男子小学(6年) 12                  28.70海野　陽生(ｳﾝﾉ ﾊﾙｷ)

21805：深谷ＳＣ浜松    (FSCﾊﾏﾏﾂ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳1434 男子中学(2年) 13                  58.25本間　　楽(ﾎﾝﾏ ｶﾞｸ)
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21806：ＢＩＧ棒屋      (BIGﾎﾞｳﾔ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100mＣＳ1435 女子高校(3年) 17                  56.48山田　茅帆(ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ)

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:02.62

自由形　　　  50mＣＳ女子高校(3年) 17                  26.16

21809：ＪＳＳ磐田      (JSSｲﾜﾀ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1437 女子中学(1年) 12                  29.97加藤　結衣(ｶﾄｳ ﾕｲ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:08.04

バタフライ　  50m１１～１２歳1436 男子中学(1年) 12                  28.36一松　莉央(ｲﾁﾏﾂ ﾘｵ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:02.80

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  30.01

21812：磐田カルチャ    (ｲﾜﾀｶﾙﾁｬｰ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳1441 女子中学(1年) 12                1:00.04栗田　絆有(ｸﾘﾀ ｷｱ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:09.38

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1440 女子中学(3年) 14                2:15.87乗松咲矢香(ﾉﾘﾏﾂ ｻﾔｶ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                1:03.37

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1439 男子小学(6年) 12                1:10.47田中　遥斗(ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ)

個人メドレー 200m１１～１２歳1438 男子中学(1年) 12                2:17.66松村　奏汰(ﾏﾂﾑﾗ ｿｳﾀ)

21813：袋井ＳＣ        (ﾌｸﾛｲSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1444 女子中学(3年) 14                1:03.60山田侑希采(ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:22.63

バタフライ　 100m１５～１６歳1443 女子高校(1年) 15                1:01.55大澤　千依(ｵｵｻﾜ ﾁﾖﾘ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15                2:15.55

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1442 男子高校(1年) 16                1:04.63村松　昊河(ﾑﾗﾏﾂ ｿﾗｶ)

21820：浜名湖ＳＳ      (ﾊﾏﾅｺSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下1452 女子小学(5年) 10                2:37.84後藤　杏奈(ｺﾞﾄｳ ｱﾝﾅ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  37.25

バタフライ　 100m１５～１６歳1451 女子高校(2年) 16                1:01.48松野　心咲(ﾏﾂﾉ ﾐｻｷ)

バタフライ　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:13.82

個人メドレー 200m１１～１２歳1450 男子中学(1年) 12                2:12.56宮崎　緒里(ﾐﾔｻﾞｷ ｲｵﾘ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:05.47

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:08.62

1449 男子中学(3年) 15               鈴木　　颯(ｽｽﾞｷ ﾊｸ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1448 男子高校(2年) 16                  23.53鈴木　麻央(ｽｽﾞｷ ﾏｵ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                1:48.82

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(2年) 16                3:50.28

自由形　　　  50m１５～１６歳1447 男子高校(2年) 16                  24.05増田　莉蔵(ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  51.64

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                1:52.14

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1446 男子高校(2年) 17                2:12.53宮崎　海里(ﾐﾔｻﾞｷ ｶｲﾘ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1445 男子高校(3年) 18                2:00.60増田　修士(ﾏｽﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ)
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21824：エスポ          (ｴｽﾎﾟ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200m１３～１４歳1453 男子中学(2年) 13                2:06.60太田　勇立(ｵｵﾀ ﾕｳﾄ)

21826：ハマスポ        (ﾊﾏｽﾎﾟ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1455 男子中学(3年) 14                  24.59齋藤　健太(ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  54.42

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:06.17

バタフライ　 200mＣＳ1454 男子高校(3年) 17                2:01.72岡田　裕司(ｵｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 17                  55.37

21829：グリーン高台    (ｸﾞﾘｰﾝT         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１３～１４歳1457 女子中学(3年) 14                  57.95鈴木ひな子(ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:04.51

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14                4:22.15

バタフライ　 100m１３～１４歳1456 男子中学(3年) 14                  56.95太箸　隼翔(ﾌﾄﾊｼ ﾊﾔﾄ)

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:03.97

21830：グリーン佐鳴    (ｸﾞﾘｰﾝ.S        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1459 男子中学(2年) 13                  24.20柴田　和輝(ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ)

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 13                1:55.32

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1458 男子中学(2年) 14                2:07.74河原﨑　蓮(ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾚﾝ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14                4:39.92

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:08.58

22：愛  知

22010：イトマン中村    (ｲﾄﾏﾝﾅｶﾑﾗ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1470 女子小学(4年) 10               吉田　実優(ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ)

バタフライ　  50m１０歳以下1469 女子小学(4年) 10                  32.04四元　瑠美(ﾖﾂﾓﾄ ﾙﾐ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10                  29.79

自由形　　　  50m１０歳以下1468 女子小学(5年) 10                  30.04横井　里咲(ﾖｺｲ ﾘｻ)

1467 女子小学(5年) 10               山下　星來(ﾔﾏｼﾀ ｾｲﾗ)

1466 女子小学(5年) 11               山本真奈美(ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1465 女子小学(5年) 11                  34.57伏見　真琴(ﾌｼﾐ ﾏｺﾄ)

1464 女子中学(1年) 12               千田　琴望(ｾﾝﾀﾞ ｺﾄﾉ)

自由形　　　 100m１１～１２歳1463 女子中学(1年) 12                1:00.14杉浦　遥香(ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙｶ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.46

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:09.80

バタフライ　 100m１３～１４歳1462 女子中学(2年) 13                1:02.67井上　澄奏(ｲﾉｳｴ ｽﾐｶ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1461 女子中学(3年) 14 椙山女学園中 2:34.67恒川　小春(ﾂﾈｶﾜ ｺﾊﾙ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14 椙山女学園中 1:12.85

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1460 男子中学(2年) 14                2:10.67井上　凱道(ｲﾉｳｴ ｶｲｼﾞ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  59.65
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22011：愛み大瑞穂高    (MIZUHO         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1476 女子高校(3年) 18 岡崎竜城SC 1:10.40高橋　美羽(ﾀｶﾊｼ ﾐｳ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1475 女子高校(3年) 18 ウィル大口 2:31.01丸山　　翠(ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ)

1474 男子高校(1年) 15               金子　　翔(ｶﾈｺ ｼｮｳ)

自由形　　　 200mＣＳ1473 男子高校(2年) 17                1:49.99小池　　晶(ｺｲｹ ｱｷﾗ)

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(2年) 17                  23.20

自由形　　　 400mＣＳ男子高校(2年) 17                3:59.15

1472 男子高校(3年) 18               石川　祐樹(ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ)

自由形　　　 100mＣＳ1471 男子高校(3年) 18 名古屋SC   51.95浅井　康栄(ｱｻｲ ｺｳｴｲ)

22015：愛知高          (ｱｲﾁｺｳ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１５～１６歳1478 男子高校(1年) 15 邦和みなと 2:03.91深谷　海斗(ﾌｶﾔ ｶｲﾄ)

個人メドレー 200m１５～１６歳1477 男子高校(1年) 16 邦和みなと 2:05.40橋本　英明(ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ)

個人メドレー 400m１５～１６歳男子高校(1年) 16 邦和みなと 4:27.19

22020：ｲﾄﾏﾝ春日井      (ｲﾄﾏｶｽｶﾞｲ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1484 女子中学(1年) 13               伊藤　愛珠(ｲﾄｳ ｱﾐ)

1483 女子中学(1年) 13               與河　沙奈(ﾖｶﾜ ｻﾅ)

バタフライ　 100m１３～１４歳1482 女子中学(2年) 13                1:03.48牛塲　彩乃(ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ)

1481 女子中学(2年) 14               芳賀　真咲(ﾊｶﾞ ﾐｻｷ)

バタフライ　 200m１５～１６歳1480 女子高校(1年) 15 中京大中京高 2:09.79小島　琉瑚(ｺｼﾞﾏ ﾙｺ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1479 男子中学(2年) 14                2:02.37芳賀　　樹(ﾊｶﾞ ｲﾂｷ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  57.91

22022：名古屋高        (ﾅｺﾞﾔｺｳ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1490 男子高校(2年) 16               金子　藍大(ｶﾈｺ ﾗﾝﾄ)

自由形 100m１５～１６歳1489 男子高校(2年) 16 名古屋ＳＣ   51.58加藤　嵐唯(ｶﾄｳ ﾗｲ)

1488 男子高校(3年) 17               宇野　巧望(ｳﾉ ﾀｸﾐ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1487 男子高校(3年) 18 安城ＳＳ 2:00.60佐竹　悠大(ｻﾀｹ ﾊﾙﾄ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1486 男子高校(3年) 18 岡崎竜城ＳＣ 1:03.53山崎倖太朗(ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18 岡崎竜城ＳＣ 2:16.88

自由形　　　  50mＣＳ1485 男子高校(3年) 18 アシスト蟹江   23.79三輪　真瞳(ﾐﾜ ﾏﾅﾄ)

22027：コナミ豊田      (ｺﾅﾐﾄﾖﾀ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1494 女子小学(4年) 10                  30.45三宅　恵奈(ﾐﾔｹ ｴﾅ)

自由形　　　  50m１１～１２歳1493 女子中学(1年) 12                  27.49井谷　朱里(ｲﾉﾀﾆ ｱｶﾘ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.86

自由形　　　  50m１５～１６歳1492 女子高校(1年) 15 中京大中京高   26.30福岡　佑月(ﾌｸｵｶ ﾕﾂﾞｷ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 15 中京大中京高   57.19

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15 中京大中京高 2:02.92

自由形　　　 200m１５～１６歳1491 男子高校(2年) 16 名古屋高 1:51.81岡田　弘斗(ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16 名古屋高   51.13

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16 名古屋高   55.81
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22029：中京大中京高    (CHUKYO         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1515 女子高校(1年) 16 名鉄ＳＳ刈谷三木　奏葉(ﾐｷ ｶﾅﾊ)

自由形　　　 800mＣＳ1514 女子高校(2年) 16 東邦ＳＣ 8:54.18小島　光丘(ｺｼﾞﾏ ﾐｸ)

自由形　　　 400m１５～１６歳女子高校(2年) 16 東邦ＳＣ 4:20.40

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 東邦ＳＣ 2:02.72

1513 女子高校(2年) 17 ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘杉本らいむ(ｽｷﾞﾓﾄ ﾗｲﾑ)

バタフライ　 100mＣＳ1512 女子高校(3年) 17 コナミ豊田 1:01.97古井　円花(ﾌﾙｲ ﾏﾄﾞｶ)

1511 女子高校(3年) 17 ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘吉川　友萌(ﾖｼｶﾜ ﾕﾒ)

1510 女子高校(3年) 18               芳村　りこ(ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ)

自由形　　　1500mＣＳ1509 男子高校(1年) 15 名鉄ＳＳ刈谷15:23.94村佐　達也(ﾑﾗｻ ﾀﾂﾔ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(1年) 15 名鉄ＳＳ刈谷 4:00.61

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15 名鉄ＳＳ刈谷   52.44

自由形　　　 400m１５～１６歳1508 男子高校(1年) 15 アシスト蟹江 4:00.14堀田　武蔵(ﾎｯﾀ ﾑｻｼ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 15 アシスト蟹江 1:53.63

自由形　　　  50m１５～１６歳1507 男子高校(1年) 16 島田チャンプ   23.52今枝　海斗(ｲﾏｴﾀﾞ ｶｲﾄ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1506 男子高校(2年) 16 岡崎竜城SC南   24.19古池　悠史(ｺｲｹ ﾕｳｼ)

自由形　　　 200m１５～１６歳1505 男子高校(2年) 16 アシスト蟹江 1:53.66早川祐偉人(ﾊﾔｶﾜ ﾕｲﾄ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(2年) 16 アシスト蟹江 3:56.01

自由形　　　  50mＣＳ1504 男子高校(2年) 17 岡崎竜城ＳＣ   23.57岩村　航佑(ｲﾜﾑﾗ ｺｳｽｹ)

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(2年) 17 岡崎竜城ＳＣ 2:04.72

個人メドレー 400mＣＳ1502 男子高校(2年) 17 MBSｻﾝﾊﾟｰｸ 4:22.37加藤　　涼(ｶﾄｳ ﾘｮｳ)

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(2年) 17 MBSｻﾝﾊﾟｰｸ 2:03.55

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(2年) 17 MBSｻﾝﾊﾟｰｸ   23.00

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1503 男子高校(2年) 17 岡崎竜城ＳＣ 2:14.48倉橋　駿斗(ｸﾗﾊｼ ﾊﾔﾄ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17 岡崎竜城ＳＣ 1:03.10

自由形　　　1500mＣＳ1500 男子高校(3年) 17 ＪＳＳ白子15:43.03伊藤　銀士(ｲﾄｳ ｷﾞﾝｼﾞ)

自由形　　　 400mＣＳ男子高校(3年) 17 ＪＳＳ白子 3:59.42

バタフライ　 200mＣＳ1501 男子高校(3年) 17 名古屋ＳＣ 2:00.97宮﨑　　瞬(ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 17 名古屋ＳＣ   55.40

自由形　　　  50mＣＳ1499 男子高校(3年) 17 岡崎竜城ＳＣ   23.92加藤　遼馬(ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ)

自由形　　　 200mＣＳ1498 男子高校(3年) 17 コナミ杁中 1:52.67坂本　琉耶(ｻｶﾓﾄ ﾙｶ)

バタフライ　 200mＣＳ1497 男子高校(3年) 18 ビート守山 1:59.72三輪田理央(ﾐﾜﾀﾞ ﾘｵ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 18 ビート守山   54.96

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1496 男子高校(3年) 18 ＳＳＣ羽根 2:13.74杉浦凜汰郎(ｽｷﾞｳﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18 ＳＳＣ羽根 1:02.28

背泳ぎ　　　 100mＣＳ1495 男子高校(3年) 18 Myスイム東名   57.79安江　有貴(ﾔｽｴ ﾕｳｷ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18 Myスイム東名 2:03.50

22035：名古屋ＳＣ      (ﾅｺﾞﾔSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1516 女子中学(3年) 14                1:13.21貝沼　嶺々(ｶｲﾇﾏ ﾈﾈ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:37.20

22045：岡崎竜城ＳＣ    (ｵｶｻﾞｷﾀﾂｷ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳1517 女子中学(1年) 12                  27.88片山　灯夏(ｶﾀﾔﾏ ﾋﾅ)
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22062：東邦ＳＣ        (ﾄｳﾎｳSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1519 男子小学(5年) 10                  38.24小澤　　岳(ｵｻﾞﾜ ｶﾞｸ)

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:34.58

個人メドレー 200m１３～１４歳1518 男子中学(3年) 14                2:06.99原田　拓弥(ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:04.98

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                4:31.92

22068：コナミ杁中      (ｺﾅﾐｲﾘﾅｶ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１３～１４歳1520 男子中学(3年) 14                2:11.95菱川　　槙(ﾋｼｶﾜ ﾏｷ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                4:40.06

22086：豊田ＳＳ        (ﾄﾖﾀSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200m１３～１４歳1523 女子中学(2年) 14                2:14.90山口真理恵(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ)

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14                4:59.00

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:21.44

自由形　　　  50m１５～１６歳1522 女子高校(1年) 15                  26.28熊谷　綾真(ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾐ)

バタフライ　 100m１５～１６歳1521 男子中学(3年) 15                  54.32笠江　瑛斗(ｶｻｴ ｴｲﾄ)

バタフライ　 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15                1:57.83

22110：稲沢ＳＳ        (ｲﾅｻﾞﾜSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳1524 男子中学(1年) 12                  27.03西田　　暁(ﾆｼﾀﾞ ｱｹﾙ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:05.56

22139：ウィル大口      (ｳｨﾙｵｵｸﾞﾁ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳1525 男子中学(1年) 12                  57.55奥村　俊明(ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝﾒｲ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  32.90

22176：ＢＩＧアミ      (BIGｱﾐ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1529 女子中学(2年) 14                2:20.40猪又　　彩(ｲﾉﾏﾀ ｱﾔ)

バタフライ　 100m１１～１２歳1528 男子中学(1年) 12                1:03.99奥村　光陽(ｵｸﾑﾗ ﾋｶﾙ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1527 男子中学(3年) 14                1:01.01奥村　太一(ｵｸﾑﾗ ﾀｲﾁ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:11.04

個人メドレー 200mＣＳ1526 男子高校(3年) 18                2:01.39木下　侑馬(ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾏ)

個人メドレー 400mＣＳ男子高校(3年) 18                4:16.24

22187：名鉄ＳＳ刈谷    (ﾒｲﾃﾂSｶﾘﾔ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1530 男子小学(5年) 10                  38.10安部　仁章(ｱﾍﾞ ｷﾐｱｷ)

22196：Golden Whale    (SC･G･W         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1531 男子中学(2年) 13                  25.01渡辺　一喜(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                  57.88
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22209：コナミ蒲郡      (ｺﾅﾐｶﾞﾏ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1533 女子中学(3年) 14                  26.67小山　優來(ｺﾔﾏ ﾕﾗ)

バタフライ　 100m１５～１６歳1532 男子高校(2年) 16 愛産大三河   54.92武内　佑緯(ﾌﾞﾅｲ ﾕｳｲ)

22211：豊橋ＳＳ        (ﾄﾖﾊｼSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳1534 女子中学(3年) 14                1:02.87野末　栞菜(ﾉｽﾞｴ ｶﾝﾅ)

22213：Ｖトピア一宮    (VSCｲﾁﾉﾐﾔ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1535 女子小学(5年) 10                  38.39磯部　美織(ｲｿﾍﾞ ﾐｵﾘ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:38.01

22220：ＪＳＳ中川      (JSSﾅｶｶﾞﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳1543 女子中学(1年) 12                2:08.57谷口ひまり(ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾏﾘ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:00.11

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1542 女子中学(2年) 13                1:13.59山中　咲奈(ﾔﾏﾅｶ ｻﾅ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 13                2:33.52

自由形　　　  50m１０歳以下1541 男子小学(5年) 10                  29.79服部　晃大(ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀﾞｲ)

1540 男子小学(6年) 11               萬代　空良(ﾏﾝﾀﾞｲ ｿﾗ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1539 男子小学(6年) 11                  31.18加藤　千翔(ｶﾄｳ ｾﾝﾄ)

1538 男子小学(6年) 11               野倉　壮太(ﾉｸﾗ ｿｳﾀ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1537 男子小学(6年) 12                  32.46尾関　透次(ｵｾﾞｷ ﾄｳｼﾞ)

1536 男子中学(1年) 12               北出　海太(ｷﾀﾃﾞ ｳﾀ)

22234：西尾ＤＳＣ      (ﾆｼｵDSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1544 男子中学(2年) 14                1:06.32青山　陽斗(ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾄ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:21.09

22235：ＪＳＳ一宮      (JSSｲﾁﾉﾐﾔ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳1545 男子中学(1年) 12                2:05.01原科佐久斗(ﾊﾗｼﾅ ｻｸﾄ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  56.68

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  25.56

22249：邦和みなと      (ﾎｳﾜﾐﾅﾄ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1550 女子小学(5年) 10                  38.58入江　倖帆(ｲﾘｴ ｻﾁﾎ)

自由形　　　 100m１３～１４歳1549 女子中学(1年) 13                  58.54入江　夏帆(ｲﾘｴ ﾅﾂﾎ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13                2:06.63

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(1年) 13                4:23.62

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1548 女子中学(2年) 14                2:16.72大宮美月輝(ｵｵﾐﾔ ﾐﾂｷ)

1547 女子中学(3年) 14               宇佐美愛莉(ｳｻﾐ ｱｲﾘ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1546 女子中学(3年) 14                2:16.83松本　萌夢(ﾏﾂﾓﾄ ﾒﾕ)

22264：愛工大名電高(ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１５～１６歳1551 男子高校(2年) 16 名鉄ＳＳ岩倉 2:03.16勝川　　優(ｶﾂｶﾜ ﾕｳ)
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22271：名鉄ＳＳ岩倉    (ﾒｲﾃﾂｲﾜｸﾗ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1552 男子中学(2年) 14                1:04.94林　　宏透(ﾊﾔｼ ﾋﾛﾄ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:19.96

22291：ビサイＳＳ      (ﾋﾞｻｲSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1553 男子中学(2年) 14                  25.24山宮ヒュウゴ(ﾔﾏﾐﾔ ﾋｭｳｺﾞ

22293：パル知立        (ﾊﾟﾙﾁﾘｭｳ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1554 男子中学(1年) 12                  32.18二宮　奏介(ﾆﾉﾐﾔ ｿｳｽｹ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:09.77

22294：平針ＳＳ        (ﾋﾗﾊﾞﾘSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1555 女子高校(3年) 18                1:10.38酒井　郁帆(ｻｶｲ ｶﾎ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18                2:30.17

22297：Ｖトピア小牧    (VKSｺﾏｷ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳1556 女子中学(1年) 12                  29.47加藤みはね(ｶﾄｳ ﾐﾊﾈ)

22301：愛産大三河高    (ﾐｶﾜｺｳｺｳ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1560 男子高校(2年) 16               近藤　正紀(ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ)

1559 男子高校(3年) 17               小林　夢翔(ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾄ)

1558 男子高校(3年) 17               大河原英登(ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄ)

1557 男子高校(3年) 18               新美　大輝(ﾆｲﾐ ﾀﾞｲｷ)

22308：豊川高          (ﾄﾖｶﾜｺｳ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1591 女子高校(1年) 15                2:30.27有元　優菜(ｱﾘﾓﾄ ﾕｳﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 15                1:11.49

個人メドレー 400m１５～１６歳1590 女子高校(1年) 16 邦和みなと 4:50.52米田　愛菜(ﾒﾀ ｱｲﾅ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16 邦和みなと 2:17.25

自由形　　　 400m１５～１６歳1589 女子高校(2年) 16 イトマン名張 4:16.68花山　彩良(ﾊﾅﾔﾏ ｻﾗ)

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 イトマン名張 2:04.71

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(2年) 16 イトマン名張 8:46.26

個人メドレー 200m１５～１６歳1588 女子高校(2年) 16                2:16.31安達　真美(ｱﾀﾞﾁ ﾏﾐ)

個人メドレー 400m１５～１６歳女子高校(2年) 16                4:47.37

1587 女子高校(2年) 16 コナミ杁中加藤　紗菜(ｶﾄｳ ｻﾅ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1586 女子高校(2年) 16                2:30.77谷口　　華(ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                1:10.28

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1585 女子高校(2年) 17                2:29.06本間　七夏(ﾎﾝﾏ ﾅﾅｶ)

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(2年) 17                2:12.89

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(2年) 17                4:46.45

自由形　　　 200mＣＳ1583 女子高校(2年) 17                2:02.40鈴木　琴心(ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ)

個人メドレー 400mＣＳ1584 女子高校(2年) 17                4:44.39鈴木　彩心(ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ)

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(2年) 17                2:17.01

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17                2:12.27
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バタフライ　 200mＣＳ1582 女子高校(2年) 17                2:11.87太田　紗彩(ｵｵﾀ ｻｱﾔ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(2年) 17                1:00.24

自由形　　　  50mＣＳ1581 女子高校(3年) 17                  26.30松浦　百愛(ﾏﾂｳﾗ ﾄｱ)

個人メドレー 400mＣＳ1580 女子高校(3年) 17                4:49.45大塚　華蓮(ｵｵﾂｶ ｶﾚﾝ)

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:16.02

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 17                1:01.23

バタフライ　 200mＣＳ1579 女子高校(3年) 17                2:13.46福島　心響(ﾌｸｼﾏ ｺｺﾈ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 17                1:01.39

背泳ぎ　　　 100mＣＳ1578 女子高校(3年) 17 MYS名学院 1:03.43日極るりか(ﾋﾂﾞﾒ ﾙﾘｶ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17 MYS名学院 2:15.40

自由形　　　 200mＣＳ1577 女子高校(3年) 18                2:01.18佐藤　真論(ｻﾄｳ ﾏﾛﾝ)

バタフライ　 200mＣＳ1576 女子高校(3年) 18                2:10.59木村　日咲(ｷﾑﾗ ﾋｻｷ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 18                1:00.86

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1575 女子高校(3年) 18 名古屋SC 2:27.64石渡　　遥(ｲｼﾜﾀ ﾖｳ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 名古屋SC 1:09.27

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 名古屋SC   57.28

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1574 男子高校(1年) 15                  58.41中原　　克(ﾅｶﾊﾗ ｽｸﾞﾙ)

自由形　　　 100m１５～１６歳1573 男子高校(1年) 15 Vトピア小牧   52.01山田　太陽(ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾖｳ)

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(1年) 15 Vトピア小牧   24.10

バタフライ　 100m１５～１６歳1572 男子高校(1年) 15 平針SS   55.21土方　遥斗(ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ)

個人メドレー 400m１５～１６歳1571 男子高校(1年) 16 KL春日井 4:24.41西川　我咲(ﾆｼｶﾜ ｱｻｷ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16 KL春日井 2:03.83

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(1年) 16 KL春日井 3:54.21

自由形　　　  50m１５～１６歳1570 男子高校(1年) 16                  24.07有本凜迦一(ｱﾘﾓﾄ ﾘﾝｶｲ)

バタフライ　 200m１５～１６歳1569 男子高校(2年) 16 コパン東浦 2:03.02中山虎之介(ﾅｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1568 男子高校(2年) 16 豊橋SS 2:15.77和田　望実(ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16 豊橋SS 1:02.86

個人メドレー 200m１５～１６歳1567 男子高校(2年) 16 JSS中川 2:06.02尾関　啓太(ｵｾﾞｷ ｹｲﾀ)

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(2年) 16 JSS中川   24.05

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16 JSS中川 1:02.82

自由形　　　 400m１５～１６歳1566 男子高校(2年) 16                3:59.49吉良　皓稀(ｷﾗ ｺｳｷ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                1:53.74

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1565 男子高校(3年) 17                2:05.50野口　壱紳(ﾉｸﾞﾁ ｲｯｼﾝ)

1564 男子高校(3年) 17               與河　大起(ﾖｶﾜ ﾀﾞｲｷ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1563 男子高校(3年) 17                2:14.76川人　玲温(ｶﾜﾋﾄ ﾚﾝ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17                1:03.60

個人メドレー 400mＣＳ1562 男子高校(3年) 18                4:17.15渡邉　真裕(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾛ)

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(3年) 18                2:02.29

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1561 男子高校(3年) 18 BIG東海 2:01.81笠原　大知(ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18 BIG東海   56.30

22311：ＢＩＧ東海      (BIGﾄｳｶｲ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1593 男子小学(5年) 10                  37.27野田　海渡(ﾉﾀﾞ ｶｲﾄ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  32.14

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:37.78

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1592 男子中学(1年) 12                1:02.02名倉　大智(ﾅｸﾞﾗ ﾀﾞｲﾁ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  30.24

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:16.93
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22346：コパン豊川      (ｺﾊﾟﾝﾄﾖｶﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳1595 男子中学(1年) 12                  58.70鈴木　那周(ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:04.22

個人メドレー 200m１３～１４歳1594 男子中学(3年) 14                2:08.10竹内　大輔(ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                4:32.45

22358：アシスト蟹江    (ｱｼｽﾄｶﾆｴ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1596 男子中学(2年) 14                2:19.92佐藤　玄都(ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14                4:33.29

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳1597 女子中学(1年) 12                  27.64上田　彩加(ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ)

22365：ﾙﾈｻﾝｽ小幡       (ﾙ･ｵﾊﾞﾀ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1598 男子中学(2年) 14                  24.85吉田　　聖(ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  53.76

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                1:57.82

22376：ビート守山      (BEATﾓﾘﾔﾏ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1599 女子小学(6年) 11                  34.54西村　　英(ﾆｼﾑﾗ ﾊﾅ)

22380：ＡＩＥＩＳＣ    (AIEISC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1601 女子小学(6年) 12                1:15.46斎場　惠衣(ｻｲﾊﾞ ﾒｲ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  35.31

自由形　　　  50m１５～１６歳1600 男子中学(3年) 15                  23.84浅野　雅久(ｱｻﾉ ｶﾞｸ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                  52.33

22410：ＪＳＳ守山      (JSSﾓﾘﾔﾏ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１１～１２歳1602 男子中学(1年) 12                1:03.02石原　悠大(ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ)

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.06

22429：１toＳＷＩＭ    (1toSWIM        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1604 女子小学(5年) 10                  29.74丹所　潤瑠(ﾀﾝｼｮ ｼﾞｭﾚ)

自由形　　　 100m１１～１２歳1603 女子中学(1年) 12                1:00.38玉置　侑衣(ﾀﾏｵｷ ﾕｲ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:09.23

22444：ビート小牧      (BEATｺﾏｷ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１１～１２歳1605 男子中学(1年) 12                2:19.88浅野　凰真(ｱｻﾉ ｵｳﾏ)

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.49

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:03.98
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23：三  重

23007：津アサヒＳＳ    (ﾂｱｻﾋSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1609 女子中学(1年) 12                1:08.29永井　茉裕(ﾅｶﾞｲ ﾏﾋﾛ)

バタフライ　 100m１１～１２歳1608 女子中学(1年) 12                1:03.64奥田　真由(ｵｸﾀﾞ ﾏﾕ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  28.68

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.58

自由形　　　 400m１３～１４歳1607 女子中学(3年) 14                4:22.72池田羽衣香(ｲｹﾀﾞ ｳｲｶ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:05.39

自由形　　　  50m１０歳以下1606 男子小学(5年) 10                  29.62別所　朋哉(ﾍﾞｯｼｮ ﾄﾓﾔ)

23008：あすなろＳＳ    (ｱｽﾅﾛSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1611 女子高校(2年) 16                1:10.35山下　冬華(ﾔﾏｼﾀ ﾌﾕｶ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:31.94

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1610 女子高校(2年) 16                1:10.09伊藤　　想(ｲﾄｳ ｺｺﾛ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:32.78

23026：ＳＣみえ        (SCﾐｴ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳1612 女子高校(1年) 15                2:02.73川村　嶺奈(ｶﾜﾑﾗ ﾚｲﾅ)

自由形　　　 400m１５～１６歳女子高校(1年) 15                4:17.60

23049：コモノＳＳ      (ｺﾓﾉSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ1613 男子高校(3年) 18                  23.85石川　凌久(ｲｼｶﾜ ﾘｸ)

23072：津トップＳＣ    (ﾂﾄｯﾌﾟSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1618 女子中学(1年) 12                1:16.07坂倉　百華(ｻｶｸﾗ ﾓﾓｶ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  34.76

1617 男子中学(2年) 13               居田　光生(ｽｴﾀ ｺｳｷ)

1616 男子中学(3年) 14               藤田　海帆(ﾌｼﾞﾀ ｶｲﾎ)

バタフライ　 100m１３～１４歳1615 男子中学(3年) 14                  56.54松永　暖琉(ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙ)

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:01.15

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:06.61

個人メドレー 400m１３～１４歳1614 男子中学(3年) 14                4:31.41坂倉　光飛(ｻｶｸﾗ ﾐﾂﾄ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:08.44

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1619 男子小学(6年) 12                  29.25石垣　柊門(ｲｼｶﾞｷ ｼｭｳﾓﾝ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:04.83

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  26.64

23087：ＪＳＳ松阪      (JSSﾏﾂｻｶ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1620 男子中学(1年) 12                  32.78三宅　一輝(ﾐﾔｹ ｲｯｷ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:12.07
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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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1621 女子高校(3年) 17 津高 1:09.84立道　愛和(ﾀﾃﾐﾁ ｱｲﾅ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17 津高 2:29.14

23096：ＪＳＳ白子      (JSSｼﾛｺ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 400mＣＳ1625 女子中学(1年) 12                4:46.71水谷　紗也(ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾔ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:17.52

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:08.28

バタフライ　 100m１３～１４歳1624 女子中学(3年) 14                1:01.95平尾　美空(ﾋﾗｵ ﾐｸ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:14.56

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1623 女子高校(1年) 15                1:10.42廣島あつこ(ﾋﾛｼﾏ ｱﾂｺ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15                2:29.98

自由形　　　 100mＣＳ1622 女子高校(2年) 17                  57.14奥村　日菜(ｵｸﾑﾗ ﾋﾅﾉ)

自由形　　　  50mＣＳ女子高校(2年) 17                  26.75

24：岐  阜

24001：県立岐阜商業    (GIFUSHO        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳1628 女子高校(1年) 15 岐阜ＳＣ   26.24吉永　晴香(ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾙｶ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 15 岐阜ＳＣ   56.87

自由形　　　  50mＣＳ1627 女子高校(3年) 17 岐阜ＳＣ   26.52渡邊　りお(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1626 男子高校(2年) 16 名鉄ＳＳ岩倉   56.11粥川　颯柊(ｶﾕｶﾜ ｶｹﾙ)

24137：コナミ大垣      (ｺﾅﾐｵｵｶﾞｷ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200mＣＳ1629 女子高校(3年) 18                2:13.36大川　日菜(ｵｵｶﾜ ﾋﾅ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 18                1:01.55

24138：コパン可児      (ｺﾊﾟﾝｶﾆ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1633 女子小学(5年) 10                  38.38榊原りりす(ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘﾘｽ)

平泳ぎ 100mＣＳ1632 女子高校(3年) 17 帝京大可児高 1:10.27鍵谷　柚月(ｶｷﾞﾔ ﾕﾂﾞｷ)

平泳ぎ 200mＣＳ女子高校(3年) 17 帝京大可児高 2:29.72

自由形 200mＣＳ1631 女子高校(3年) 18 帝京大可児高 1:58.97松崎江里子(ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘｺ)

自由形 100mＣＳ女子高校(3年) 18 帝京大可児高   57.01

自由形 400mＣＳ女子高校(3年) 18 帝京大可児高 4:11.46

個人メドレー 400m１３～１４歳1630 男子中学(3年) 14                4:32.57横田　康起(ﾖｺﾀ ｺｳｷ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:06.87

平泳ぎ 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:18.08

24148：ＪＳＳ多治見    (JSSﾀｼﾞﾐ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1634 男子中学(1年) 12                1:06.97近藤　凪朗(ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:23.04

24174：本巣ＳＳ        (ﾓﾄｽSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1635 男子中学(3年) 14                  58.78林　　亜龍(ﾊﾔｼ ｱﾘｭｳ)
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背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1635 男子中学(3年) 14                2:07.82林　　亜龍(ﾊﾔｼ ｱﾘｭｳ)

24191：岐阜西ＳＣ      (ｷﾞﾌﾆｼsc        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1636 女子小学(5年) 10                  30.08小髙　碧美(ｺﾀﾞｶ ｱﾐ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:40.14

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.63

24362：アクトス大垣    (ｱｸﾄｽｵｵｶﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1637 男子小学(5年) 10                  38.32岩田　航汰(ｲﾜﾀ ｺｳﾀ)

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳1638 男子高校(1年) 16 草津東高校   24.00藤本　笠斗(ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾂﾄ)

25302：イトマン近江    (ｲﾄﾏﾝｵｳﾐ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1639 男子小学(6年) 12                  29.92青木　大樹(ｱｵｷ ﾀﾞｲｷ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:05.14

25306：イトマン彦根    (ｲﾄﾏﾝﾋｺﾈ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1640 女子中学(1年) 12                1:06.69岡山　杏奈(ｵｶﾔﾏ ｱﾝﾅ)

25310：イトマン大津    (ｲﾄﾏﾝｵｵﾂ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1644 女子小学(5年) 10                  31.89竹元　彩湖(ﾀｹﾓﾄ ｱｺ)

自由形　　　  50m１０歳以下1643 女子小学(5年) 10                  29.81平野　有紗(ﾋﾗﾉ ｱﾘｻ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  33.11

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.88

バタフライ　 100m１１～１２歳1642 女子小学(6年) 12                1:05.44西村　新那(ﾆｼﾑﾗ ﾆｲﾅ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1641 男子小学(5年) 10                  34.51山本晃史郎(ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾛｳ)

25316：Ｂ＆Ｇ今津      (B&Gｲﾏﾂﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳1645 男子中学(3年) 14                  57.14岸本　真樹(ｷｼﾓﾄ ﾏｻｷ)

25332：いずみ能登川    (IZUMI 21       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1647 女子高校(2年) 17 草津東高校 1:11.54篠原　　葵(ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17 草津東高校 2:29.56

自由形　　　  50m１５～１６歳1646 男子高校(1年) 16 草津東高校   23.58加藤　遼士(ｶﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16 草津東高校   52.54

25334：イトマン堅田    (ｲﾄﾏﾝｶﾀﾀ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1650 女子中学(2年) 14                2:32.82奥村光央那(ｵｸﾑﾗ ﾐｵﾅ)

個人メドレー 200m１１～１２歳1649 男子小学(6年) 12                2:19.70前田　賢伸(ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾝ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1648 男子中学(2年) 14                1:01.19髙橋　康晟(ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:07.60
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26：京  都

26001：洛南高校        (ﾗｸﾅﾝ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200m１５～１６歳1653 男子高校(1年) 15 イトマン京都 2:01.09中村　啓将(ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1652 男子高校(2年) 16                  23.62石原　颯大(ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1651 男子高校(3年) 17                2:11.64森谷　郁海(ﾓﾘﾀﾆ ｲｸﾐ)

26023：京都外大西高    (KGN            )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1664 女子高校(1年) 16               上田　愛子(ｳｴﾀﾞ ｱｲｺ)

個人メドレー 400m１５～１６歳1663 女子高校(2年) 16 イトマン京都 4:51.44前田　結衣(ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 イトマン京都 2:18.36

バタフライ　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16 イトマン京都 1:00.63

個人メドレー 400mＣＳ1662 女子高校(2年) 17 イトマン京都 4:46.75山川　碧彩(ﾔﾏｶﾜ ｱｵｲ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1661 女子高校(3年) 17 JSS高槻中央 2:13.19大石　奈穂(ｵｵｲｼ ﾅﾎ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1660 女子高校(3年) 18 イトマン京都 1:10.78田村　美和(ﾀﾑﾗ ﾐﾜ)

自由形　　　  50mＣＳ1659 女子高校(3年) 18 京都踏水会   26.10武田とぼり(ﾀｹﾀﾞ ﾄﾎﾞﾘ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 京都踏水会   56.61

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18 京都踏水会 2:03.52

1658 男子高校(1年) 16               亀田　誠人(ｶﾒﾀﾞ ﾏｺﾄ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1657 男子高校(1年) 16 ﾙﾈｻﾝｽ山科   58.30須磨　湧希(ｽﾏ ﾕｳｷ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1656 男子高校(2年) 16 京都踏水会 2:07.00加藤　大喜(ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ)

1655 男子高校(3年) 18               福田　皓大(ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ)

自由形　　　 400mＣＳ1654 男子高校(3年) 18                3:51.83酒井　　翼(ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ)

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18                1:53.00

26502：アクオン        (ｱｸｵﾝ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下1665 女子小学(5年) 10                2:34.86大城すみれ(ｵｵｼﾛ ｽﾐﾚ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  29.92

26504：くずは男山      (ｸｽﾞﾊｵﾄｺﾔ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1668 男子小学(5年) 10                  29.54岩間琥太郎(ｲﾜﾏ ｺﾀﾛｳ)

自由形　　　  50m１０歳以下1667 男子小学(5年) 10                  29.77猪原　大地(ｲﾉﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.80

自由形　　　  50m１１～１２歳1666 男子中学(1年) 12                  26.36松岡　洋佑(ﾏﾂｵｶ ﾖｳｽｹ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  56.68

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.09

26505：コナミ伏見      (ｺﾅﾐﾌｼﾐ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200mＣＳ1672 女子高校(2年) 17                2:16.34宮崎　未優(ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾕｳ)

バタフライ　 100mＣＳ1671 女子高校(3年) 17                1:01.40金谷伊沙優(ｶﾅﾔ ｲｻﾍﾞﾗ)

自由形　　　  50m１５～１６歳1670 男子高校(1年) 15 関大北陽   23.61川中鼓太郎(ｶﾜﾅｶ ｺﾀﾛｳ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15 関大北陽   55.01

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15 関大北陽   51.59

自由形　　　  50mＣＳ1669 男子高校(3年) 18 関大北陽   23.05柿木奏之介(ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18 関大北陽   50.31
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26513：京都踏水会      (ﾄｳｽｲｶｲ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳1681 女子中学(1年) 12                1:00.93森澤　颯月(ﾓﾘｻﾜ ｻﾂｷ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:10.24

1680 女子中学(1年) 12               山本　莉恵(ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ)

1679 女子中学(1年) 12               福井あやね(ﾌｸｲ ｱﾔﾈ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1678 女子中学(1年) 12                  34.65長田　清良(ﾅｶﾞﾀ ｷﾖﾗ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:14.58

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1677 女子中学(2年) 13                1:11.76瀬戸口柚花(ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｶ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 13                2:33.32

1676 女子中学(2年) 13               梅澤　清峯(ｳﾒｻﾞﾜ ｻﾔﾈ)

バタフライ　 200m１３～１４歳1675 女子中学(2年) 13                2:15.99宮本　愛海(ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅﾐ)

1674 女子中学(2年) 13               塚本　結衣(ﾂｶﾓﾄ ﾕｲ)

自由形　　　 400m１５～１６歳1673 女子高校(1年) 16 西京高校 4:17.49梅澤　眞峯(ｳﾒｻﾞﾜ ﾏｻﾈ)

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16 西京高校 2:02.12

26518：HOS OGURA       (HOSOGURA       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1683 女子高校(1年) 15                2:30.73山下　紗七(ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾅ)

バタフライ　 100m１５～１６歳1682 女子高校(2年) 16                1:01.32奥田　文嘉(ｵｸﾀﾞ ｱﾔｶ)

26520：京都FSC         (ｷｮｳﾄFSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1684 男子中学(3年) 14                2:07.99小笠原慶拓(ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾀ)

26528：サンスポーツ    (ｻﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1686 男子小学(5年) 10                  31.38酒井　喜市(ｻｶｲ ｷｲﾁ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  33.09

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  28.92

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1685 男子小学(6年) 11                  31.24河原　志侑(ｶﾜﾊﾗ ｼｭｳ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 11                1:05.09

26532：城陽ＳＳ        (ｼﾞｮｳﾖｳSS       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1687 男子小学(5年) 10                  34.87長舟　寿翔(ﾅｶﾞﾌﾈ ｶｽﾞﾄ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.77

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳1705 女子小学(6年) 12                  27.75青沼　凪紗(ｱｵﾇﾏ ﾅｷﾞｻ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12                1:01.11

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  31.75

1704 女子小学(6年) 12               西井　菜緒(ﾆｼｲ ﾅｵ)

1703 女子中学(1年) 12               山下　　穂(ﾔﾏｼﾀ ﾐﾉﾘ)

1702 女子中学(1年) 12               桝本　　空(ﾏｽﾓﾄ ｿﾗ)

自由形　　　 200m１３～１４歳1701 女子中学(2年) 13                2:04.98能勢　水音(ﾉｾ ﾐｵﾄ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(2年) 13                2:21.01

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                1:11.97

バタフライ　 200m１５～１６歳1700 女子中学(3年) 15                2:15.85安達　愛菫(ｱﾀﾞﾁ ｱｷ)
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平泳ぎ　　　 100mＣＳ1699 女子高校(3年) 18 京都両洋高校 1:10.73庄司　　滉(ｼｮｳｼﾞ ｺｳ)

1698 男子小学(4年) 9               髙山　龍真(ﾀｶﾔﾏ ﾘｭｳﾏ)

1697 男子小学(5年) 10               矢野　朔都(ﾔﾉ ｻｸﾄ)

1696 男子小学(5年) 10               正木　翔琉(ﾏｻｷ ｶｹﾙ)

個人メドレー 200m１０歳以下1695 男子小学(5年) 10                2:35.36岩鼻　幸輝(ｲﾜﾊﾅ ｺｳｷ)

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.25

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.16

1694 男子中学(1年) 13               前田　朱翔(ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾄ)

1693 男子中学(2年) 14               石崎　瑛人(ｲｼｻﾞｷ ｴｲﾄ)

1692 男子中学(2年) 14               山口　雄毅(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ)

1691 男子中学(3年) 14               岩鼻　悠輝(ｲﾜﾊﾅ ﾕｳｷ)

自由形　　　 200m１５～１６歳1690 男子中学(3年) 15                1:51.07大西　雄斗(ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1689 男子中学(3年) 15                2:06.40井上　諒哉(ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾔ)

個人メドレー 400m１５～１６歳1688 男子中学(3年) 15                4:15.99出口　　哲(ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15                2:06.07

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                  55.50

26540：コパン宇治      (ｺﾊﾟﾝｳｼﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１３～１４歳1706 男子中学(3年) 14                  53.34山田啓太郎(ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ)

26556：ＡＣＥ          (ｴｰｽ            )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1707 男子中学(3年) 14                  24.74増田　雄太(ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  54.64

26559：コナミ八幡      (ｺﾅﾐﾔﾜﾀ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1709 女子小学(4年) 10                  30.44藤岡　　諒(ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10                  31.85

自由形　　　 400m１５～１６歳1708 女子高校(1年) 16 太成学院大高 4:17.92井手　涼乃(ｲﾃﾞ ｽｽﾞﾉ)

26563：NSIﾏﾅﾃｨ         (NSIﾏﾅﾃｨ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1710 女子中学(2年) 13                  27.34堀江　奏花(ﾎﾘｴ ｿﾖｶ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                  58.04

27：大  阪

27063：大体大浪商      (ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1711 女子高校(1年) 15                1:03.86小塚　輝子(ｺﾂﾞｶ ﾋｶﾙｺ)

27081：関大北陽        (ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1724 女子高校(1年) 16               南田　歩香(ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾎﾉｶ)

自由形　　　 100m１５～１６歳1723 女子高校(2年) 16                  57.05金　　恵媛(ｷﾝ ﾋｴﾝ)

自由形　　　 100m１５～１６歳1722 女子高校(2年) 16                  57.05南　　緩菜(ﾐﾅﾐ ｶﾝﾅ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1721 女子高校(2年) 16                2:33.52松本　奏来(ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                1:11.09

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1720 女子高校(2年) 16                1:10.80松本　彩希(ﾏﾂﾓﾄ ｻｷ)

バタフライ　 100mＣＳ1719 女子高校(2年) 17                1:01.20神野　陽香(ｼﾞﾝﾉ ﾊﾙｶ)
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1718 女子高校(3年) 18               横畑さくら(ﾖｺﾊﾀ ｻｸﾗ)

1717 男子高校(1年) 16               合田　海杜(ｺﾞｳﾀﾞ ｶｲﾄ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1716 男子高校(1年) 16                  58.02山本　　空(ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ)

1715 男子高校(2年) 16               内本　　輝(ｳﾁﾓﾄ ﾋｶﾙ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1714 男子高校(3年) 17                1:01.61西田　翔麿(ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ)

バタフライ　 100mＣＳ1713 男子高校(3年) 18                  53.76桑島　崚介(ｸﾜｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ)

1712 男子高校(3年) 18               渡辺　光陽(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾖｳ)

27088：桃山学院        (ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１５～１６歳1735 男子高校(1年) 15                  51.41木村　佳華(ｷﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 15                1:53.90

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1734 男子高校(1年) 16                1:02.32木佐木煌希(ｷｻｷ ｺｳｷ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1733 男子高校(1年) 16                1:02.58馬場　匠汰(ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16                2:19.19

自由形　　　  50m１５～１６歳1732 男子高校(1年) 16                  24.03八坂　康生(ﾔｻｶ ｺｳｾｲ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16                  50.46

バタフライ　 100m１５～１６歳1731 男子高校(2年) 16                  54.71田中廉汰朗(ﾀﾅｶ ﾚﾝﾀﾛｳ)

バタフライ　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:00.50

自由形　　　 400m１５～１６歳1730 男子高校(2年) 16 ＪＳＳガボ 4:01.15杉本　力輝(ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｷ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1729 男子高校(2年) 16                2:12.35山口　哩駈(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:03.47

個人メドレー 400m１５～１６歳男子高校(2年) 16                4:17.31

バタフライ　 200mＣＳ1728 男子高校(3年) 17                1:55.39中川　凌太(ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                1:59.47

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1727 男子高校(3年) 18                1:01.56丸山　碧斗(ﾏﾙﾔﾏ ｱｵﾄ)

1726 男子高校(3年) 18               徳田　爽人(ﾄｸﾀﾞ ｱｷﾄ)

自由形　　　 200mＣＳ1725 男子高校(3年) 18                1:51.95續　　竜成(ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｾｲ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18                  50.20

27095：香里丘          (ｺｳﾘｶﾞｵｶ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ1736 男子高校(3年) 18                  23.76佐々木義人(ｻｻｷ ﾖｼﾄ)

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1747 女子高校(1年) 15               山本こはる(ﾔﾏﾓﾄ ｺﾊﾙ)

1746 女子高校(1年) 16               杉本　妃菜(ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾅ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1745 女子高校(1年) 16                2:33.95岡元　羽海(ｵｶﾓﾄ ﾊｳﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16                1:12.09

個人メドレー 200m１５～１６歳1744 女子高校(2年) 16                2:17.44小野　春花(ｵﾉ ﾊﾙｶ)

個人メドレー 200m１５～１６歳1743 女子高校(2年) 16                2:16.84奥田　響輝(ｵｸﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ)

バタフライ　 100m１５～１６歳1742 女子高校(2年) 16                1:01.30樋口　承子(ﾋｸﾞﾁ ｺﾄｺ)

1741 女子高校(2年) 16               平野　璃桜(ﾋﾗﾉ ﾘｵ)

自由形　　　 400m１５～１６歳1740 女子高校(2年) 16 JSS東花園 4:16.89松田　彩花(ﾏﾂﾀﾞ ｲﾛﾊ)

自由形　　　 800mＣＳ女子高校(2年) 16 JSS東花園 8:45.44

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 JSS東花園 2:17.44

個人メドレー 400m１５～１６歳1739 男子高校(2年) 16                4:28.14和田晃太朗(ﾜﾀﾞ ｺﾀﾛｳ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:07.43

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(2年) 16               15:24.48
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個人メドレー 200mＣＳ1738 男子高校(3年) 17                2:05.89大山　圭翔(ｵｵﾔﾏ ｹｲﾄ)

バタフライ　 100mＣＳ1737 男子高校(3年) 18 ＮＳＩ花園   53.95山田　啓史(ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ)

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 18 ＮＳＩ花園 2:01.76

27204：パンジョＳＣ    (PANJO          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳1748 男子中学(1年) 12                  57.72内藤迅之介(ﾅｲﾄｳ ｼﾞﾝﾉｽｹ)

27208：パシオSC福島    (ﾊﾟｼｵSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳1749 男子中学(3年) 15                1:51.31堀井亜生登(ﾎﾘｲ ｱｲﾄ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子中学(3年) 15                3:54.95

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1751 男子小学(5年) 10    29.26西栫　　輝(ﾆｼｶｺｲ ｶﾞｸ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10    31.92

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1750 男子高校(2年) 16 太成学院大高 2:01.23佐藤　佑亮(ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16 太成学院大高   56.69

27212：イ ト マ ン     (ｲﾄﾏﾝ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1781 女子小学(6年) 12               横山　芽彩(ﾖｺﾔﾏ ﾒｲ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1780 女子中学(1年) 12                1:05.98和田野々香(ﾜﾀﾞ ﾉﾉｶ)

1779 女子中学(1年) 12               美濃このは(ﾐﾉｳ ｺﾉﾊ)

個人メドレー 200m１１～１２歳1778 女子中学(1年) 12                2:27.27加藤美亜彩(ｶﾄｳ ﾐｱｻ)

自由形　　　 100m１１～１２歳1777 女子中学(1年) 12                  59.99松本　夏凛(ﾏﾂﾓﾄ ｶﾘﾝ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.70

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1776 女子高校(1年) 16 近畿大附高校 2:13.62菅　　七海(ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16 近畿大附高校 1:01.56

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16 近畿大附高校 2:16.52

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1775 女子高校(1年) 16 近畿大附高校 2:33.43稲垣　杏奈(ｲﾅｶﾞｷ ｱﾝﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16 近畿大附高校 1:10.19

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1774 女子高校(2年) 16 太成学院大高 1:09.92黒田　晏那(ｸﾛﾀﾞ ｱﾝﾅ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ1773 女子高校(2年) 17 四條畷学園 1:01.72弘中　花音(ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17 四條畷学園 2:11.31

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17 四條畷学園   56.84

自由形　　　 200mＣＳ1772 女子高校(2年) 17 四條畷学園 2:01.67大嶋　千桜(ｵｵｼﾏ ｻｸﾗ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17 四條畷学園   55.34

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(2年) 17 四條畷学園   58.86

自由形　　　 200mＣＳ1771 女子高校(3年) 18 近畿大附高校 2:00.46吉井萌萌花(ﾖｼｲ ﾓﾓｶ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 近畿大附高校   55.41

自由形　　　  50mＣＳ女子高校(3年) 18 近畿大附高校   25.64

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1770 女子高校(3年) 18 四條畷学園 2:28.92鍵本　彩夏(ｶｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 四條畷学園 1:10.13

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(3年) 18 四條畷学園 4:42.65

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1769 女子高校(3年) 18 近畿大附高校 1:11.49岡信　結奈(ｵｶﾉﾌﾞ ﾕｲﾅ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18 近畿大附高校 2:30.75

個人メドレー 200m１０歳以下1768 男子小学(5年) 10                2:37.04櫻井　柚輝(ｻｸﾗｲ ﾕｽﾞｷ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  38.40

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.88
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自由形　　　 400m１３～１４歳1767 男子中学(2年) 14                4:08.96中森　大智(ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ)

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  25.06

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                1:55.92

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1766 男子中学(2年) 14                2:06.52菅　　康季(ｽｶﾞ ｺｳｷ)

自由形　　　 100m１３～１４歳1765 男子中学(3年) 14                  54.60古川仙一郎(ﾌﾙｶﾜ ｾﾝｲﾁﾛｳ)

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  24.88

個人メドレー 200m１３～１４歳1764 男子中学(3年) 14                2:07.07美濃　大悟(ﾐﾉｳ ﾀﾞｲｺﾞ)

自由形　　　 200m１３～１４歳1763 男子中学(3年) 14                1:57.47黒川　卓聖(ｸﾛｶﾜ ﾀｸﾄ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1762 男子中学(3年) 15                2:13.04花井　脩大(ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                1:04.47

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1761 男子高校(1年) 16 近畿大附高校 2:03.93泉　　陽一(ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16 近畿大附高校   57.44

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16 近畿大附高校   51.06

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1760 男子高校(1年) 16 近畿大附高校 2:06.62太田原将斗(ｵｵﾀﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ)

自由形　　　1500mＣＳ1759 男子高校(2年) 16 近畿大附高校15:38.86金谷　　駿(ｶﾅﾀﾆ ｼｭﾝ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(2年) 16 近畿大附高校 3:59.39

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16 近畿大附高校 1:49.69

自由形　　　 200m１５～１６歳1758 男子高校(2年) 16 近畿大附高校 1:51.03宮田　一佐(ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｻ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16 近畿大附高校   50.89

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(2年) 16 近畿大附高校   24.11

バタフライ　 100mＣＳ1757 男子高校(2年) 17 桃山学院   55.04山本　　琉(ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ)

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(2年) 17 桃山学院   23.91

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1756 男子高校(2年) 17 四條畷学園 2:00.31小東　真皓(ｺﾋｶﾞｼ ﾏﾋﾛ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17 四條畷学園   55.50

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17 四條畷学園   51.47

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1755 男子高校(2年) 17 近畿大附高校 2:05.54藤井　陽太(ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ)

バタフライ　 200mＣＳ1754 男子高校(2年) 17 四條畷学園 1:58.06森本　耕太(ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(2年) 17 四條畷学園   55.35

自由形　　　 100mＣＳ1753 男子高校(2年) 17 桃山学院   51.91高嶋　悠雅(ﾀｶｼﾏ ﾕｳｶﾞ)

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(2年) 17 桃山学院   23.42

バタフライ　 100mＣＳ1752 男子高校(3年) 18 四條畷学園   55.04重藤　流世(ｼｹﾞﾄｳ ﾘｭｳｾｲ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18 四條畷学園   50.68

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(3年) 18 四條畷学園   22.89

27214：枚方SSNACL      (ﾋﾗｶﾀNACL       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1782 女子中学(2年) 13                  26.72奥　　綾香(ｵｸ ｱﾔｶ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                  57.16

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                1:03.77

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳1787 女子中学(3年) 14                1:02.87岡本　奏季(ｵｶﾓﾄ ｶﾅｷ)

1786 男子小学(3年) 9               西岡　蒼将(ﾆｼｵｶ ｿｳﾏ)

バタフライ　  50m１０歳以下1785 男子小学(4年) 10                  32.39谷野　陽翔(ﾀﾆﾉ ﾊﾙﾄ)

1784 男子小学(5年) 10               猿田　羽雲(ｻﾙﾀ ﾜｸ)

1783 男子小学(5年) 10               知念　城聖(ﾁﾈﾝ ｼﾞｮｳｾｲ)
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27217：ｺｽﾊﾟよみうり    (ｺｽﾊﾟﾖﾐｳﾘ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1788 男子中学(3年) 14                  25.26岩崎　翔太(ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾀ)

27223：ＫＴＶ豊中      (KTVﾄﾖﾅｶ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1791 女子小学(5年) 10                  31.63伊藤　美織(ｲﾄｳ ﾐｵﾘ)

自由形　　　 200m１１～１２歳1790 女子中学(1年) 12                2:08.58津留　佳乃(ﾂﾙ ﾖｼﾉ)

自由形　　　 400mＣＳ1789 男子高校(3年) 17 太成学院大高 3:54.78高木　　陸(ﾀｶｷ ﾘｸ)

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 17 太成学院大高 1:59.82

27229：枚方SS香里      (ﾋﾗｶﾀｺｳﾘ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳1795 男子中学(1年) 12                  25.79黒松　陽人(ｸﾛﾏﾂ ﾊﾙﾄ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  57.30

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:06.50

自由形　　　 100m１３～１４歳1794 男子中学(2年) 14                  53.04寺本　吏玖(ﾃﾗﾓﾄ ﾘｸ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:08.19

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  24.84

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1793 男子高校(1年) 15 関西学院高 2:02.72田中　秀路(ﾀﾅｶ ﾋｲﾛ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15 関西学院高   58.80

バタフライ　 100m１５～１６歳1792 男子高校(1年) 15 関西学院高   55.24辻　　翔太(ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ)

27233：TXミリカ        (TXﾐﾘｶ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1796 女子小学(5年) 10                  29.88池端　里紗(ｲｹﾊﾞﾀ ﾘｻ)

27247：JSS高槻中央     (JSSﾀｶﾂｷ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳1797 女子中学(1年) 12                  58.96山﨑　瑠花(ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｶ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:07.05

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.61

27252：ＫＴＶ石橋      (KTVｲｼﾊﾞｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1799 女子中学(1年) 12                  35.41戸田　百香(ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:14.41

自由形　　　 200m１３～１４歳1798 女子中学(3年) 14                2:06.88永谷　季音(ｴｲﾀﾆ ﾄｷﾈ)

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14                4:25.66

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  58.21

27277：菊水ＳＳ        (ｷｸｽｲ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1800 女子中学(1年) 12                  34.36金森　　絢(ｶﾅﾓﾘ ｱﾔ)

27288：ＪＳＳ住吉      (JSSｽﾐﾖｼ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1801 女子中学(2年) 14                  26.83橋本　優苗(ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ)
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27289：イトマン江坂    (ｲﾄﾏﾝｴｻｶ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1810 女子小学(4年) 10                  33.27佐々木瑚依(ｻｻｷ ｺﾖﾘ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10                  32.09

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1809 女子小学(5年) 10                  34.37小林由梨香(ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘｶ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1808 女子中学(3年) 15                1:01.62六路木あさ美(ﾛｸﾛｷﾞ ｱｻﾐ)

自由形　　　  50m１０歳以下1807 男子小学(5年) 10                  30.21寺井　裕太(ﾃﾗｲ ﾕｳﾀ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  32.95

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.60

バタフライ　  50m１１～１２歳1806 男子中学(1年) 12                  28.81藤原　圭吾(ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｺﾞ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:03.76

1805 男子中学(2年) 13               松村　龍優(ﾏﾂﾑﾗ ﾘｭｳ)

1804 男子中学(2年) 13               藤川　蒼大(ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ)

1803 男子中学(2年) 13               大切　逢那(ｵｵｷﾞﾘ ｱﾅﾝ)

1802 男子中学(3年) 14               渡辺　　新(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾗﾀ)

27291：履正ＳＣ曽根    (ﾘｾｲSCｿﾈ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1811 女子小学(5年) 10                  32.37石原　由蘭(ｲｼﾊﾗ ﾕﾗﾝ)

27297：イトマン堺      (ｲﾄﾏﾝｻｶｲ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1821 女子小学(4年) 9               狭間　紫乃(ﾊｻﾞﾏ ｼﾉ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1820 女子小学(5年) 10                  36.78上野　史花(ｳｴﾉ ﾌﾐｶ)

1819 女子小学(5年) 10               堀川奈菜子(ﾎﾘｶﾜ ﾅﾅｺ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下1818 女子小学(5年) 10                  33.33新熊　悠莉(ｼﾝｸﾏ ﾕｳﾘ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  30.05

自由形　　　 400m１３～１４歳1817 女子中学(2年) 14                4:19.09田端　春菜(ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ)

1816 男子小学(4年) 10               三木　風駕(ﾐｷ ﾌｳｶﾞ)

1815 男子小学(5年) 10               坂田聖優洋(ｻｶﾀ ﾏｳﾅ)

1814 男子小学(5年) 10               貴村　勇太(ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1813 男子小学(5年) 10                  38.03上久保羽琉(ｳｴｸﾎﾞ ﾊﾙ)

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.71

個人メドレー 200m１３～１４歳1812 男子中学(3年) 14                2:08.30堀川　舜介(ﾎﾘｶﾜ ｼｭﾝｽｹ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:01.31

自由形　　　 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                4:02.60

27300：スペックＳＣ    (ｽﾍﾟｯｸSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1825 女子小学(6年) 12               内藤　璃奈(ﾅｲﾄｳ ﾘﾅ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1823 女子中学(1年) 12                  34.52松本　　翠(ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:14.88

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1824 女子中学(1年) 12                  35.35松本　　茜(ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾈ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:13.94

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:26.96

自由形　　　  50m１１～１２歳1822 女子中学(1年) 12                  27.75野村ここみ(ﾉﾑﾗ ｺｺﾐ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:10.20
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27303：大阪水泳学校    (OSAKA.SG       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1828 女子中学(1年) 12                1:13.69守谷　泉美(ﾓﾘﾀﾆ ｲｽﾞﾐ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:25.10

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:05.41

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1827 女子高校(3年) 17 近畿大附高校 1:07.98田積帆乃果(ﾀﾂﾑ ﾎﾉｶ)

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 17 近畿大附高校 2:16.63

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17 近畿大附高校 2:27.30

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1826 男子中学(1年) 12                  30.95斎藤　光太(ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:06.67

27306：JSSいずみ       (JSSｲｽﾞﾐ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1829 女子小学(5年) 10                  36.79寺本　莉彩(ﾃﾗﾓﾄ ﾘｻ)

27314：ＪＳＳ松原      (JSSﾏﾂﾊﾞﾗ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下1830 男子小学(5年) 10                  29.63髙田　壮真(ﾀｶﾀﾞ ｿｳﾏ)

27316：ｼｮｳｴｲ四条畷     (ｼｮｳｴｲﾅﾜﾃ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１１～１２歳1831 女子中学(1年) 12                2:25.03中川　夏帆(ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾎ)

27320：コナミ香里      (ｺﾅﾐｺｳﾘｵｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳1838 女子中学(3年) 14                  26.86村上　愛実(ﾑﾗｶﾐ ｱﾐ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  57.62

自由形　　　  50m１３～１４歳1837 女子中学(3年) 14                  26.79村嶌　優綺(ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ)

1836 男子小学(6年) 11               船津　響聖(ﾌﾅﾂ ﾋﾋﾞｷ)

1835 男子小学(6年) 12               廣井　　湊(ﾋﾛｲ ﾐﾅﾄ)

1834 男子中学(1年) 12               飯坂　大翔(ｲｲｻｶ ｵｵｶﾞ)

1833 男子中学(1年) 12               山本　奏志(ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｼ)

バタフライ　  50m１１～１２歳1832 男子中学(1年) 12                  27.92濱口　大和(ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.15

27324：初芝ＳＳ        (ﾊﾂｼﾊﾞSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1849 女子小学(5年) 10                  37.90阿部　瑞歩(ｱﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ)

自由形　　　  50m１０歳以下1848 女子小学(5年) 10                  30.39田中　風羽(ﾀﾅｶ ﾌｳ)

バタフライ　 100m１１～１２歳1847 女子中学(1年) 12                1:02.70前田　　杏(ﾏｴﾀﾞ ｱﾝ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:22.23

バタフライ　 200mＣＳ女子中学(1年) 12                2:13.14

1846 女子中学(1年) 13               佐伯　陽菜(ｻｴｷ ﾊﾙﾅ)

自由形　　　 100m１３～１４歳1845 女子中学(1年) 13                  58.15谷本　美乃(ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙﾉ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13                2:04.45

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(1年) 13                1:02.96

個人メドレー 200m１３～１４歳1844 女子中学(2年) 13                2:15.92阪井　葵心(ｻｶｲ ｱｵｲ)

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(2年) 13                4:47.30

1843 女子中学(2年) 14               小倉　奏音(ｺｸﾗ ｶﾅﾃﾞ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1842 女子中学(2年) 14                1:13.41阿部　　葵(ｱﾍﾞ ｱｵｲ)
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平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1842 女子中学(2年) 14                2:32.17阿部　　葵(ｱﾍﾞ ｱｵｲ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1841 女子高校(1年) 15 初芝立命館 2:12.32野田　　愛(ﾉﾀﾞ ｱｲ)

バタフライ　 100m１５～１６歳1840 女子高校(1年) 16 初芝立命館 1:01.58阪井　優心(ｻｶｲ ﾕｳ)

バタフライ　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16 初芝立命館 2:11.67

自由形　　　 200mＣＳ1839 女子高校(3年) 17 向陽高校 2:01.81内田さくら(ｳﾁﾀﾞ ｻｸﾗ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 17 向陽高校   56.86

27325：JSSはびきの     (JSSﾊﾋﾞｷﾉ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下1850 男子小学(5年) 10                  32.03堀　　浩明(ﾎﾘ ﾋﾛｱｷ)

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:36.81

27326：枚方SS牧野      (ﾋﾗｶﾀﾏｷﾉ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1856 女子中学(1年) 12                  33.82深尾　莉子(ﾌｶｵ ﾘｺ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:14.53

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.54

バタフライ　 100m１３～１４歳1855 女子中学(2年) 14                1:02.65古閑　璃子(ｺｶﾞ ﾘｺ)

自由形　　　  50m１０歳以下1854 男子小学(5年) 10                  29.54林　　愛翔(ﾊﾔｼ ｱｲﾄ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  36.76

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1853 男子中学(1年) 12                  30.97工藤　　凱(ｸﾄﾞｳ ｶｲ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.86

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:19.23

自由形　　　 100m１３～１４歳1852 男子中学(2年) 14                  52.28安藤　　陽(ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ)

自由形　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                1:54.76

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  24.08

自由形　　　1500mＣＳ1851 男子中学(3年) 15               15:41.38今福　和志(ｲﾏﾌｸ ｶｽﾞｼ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15                1:51.60

自由形　　　 400m１５～１６歳男子中学(3年) 15                3:59.23

27327：枚方ＳＳ        (ﾋﾗｶﾀSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1875 女子小学(6年) 11                  34.50東　　祐愛(ｱｽﾞﾏ ﾕｱ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11                1:14.57

1874 女子小学(6年) 11               松本　　望(ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ)

バタフライ　  50m１１～１２歳1873 女子小学(6年) 11                  29.19大河原羽菜(ｵｵｶﾞﾜﾗ ﾊﾅ)

1872 女子小学(6年) 12               深浦菜々子(ﾌｶｳﾗ ﾅﾅｺ)

自由形　　　  50m１１～１２歳1871 女子中学(1年) 12                  27.65中山　愛惟(ﾅｶﾔﾏ ﾒｲ)

バタフライ　 100m１３～１４歳1870 女子中学(3年) 14                1:01.23福島　輝音(ﾌｸｼﾏ ｱｷﾈ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:15.89

個人メドレー 400m１５～１６歳1869 女子中学(3年) 15                4:47.72梶本　幸花(ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ)

1868 女子高校(2年) 16               中林　紗菜(ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻﾅ)

1867 女子高校(2年) 17               飯坂　桃愛(ｲｲｻｶ ﾓﾓｱ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1866 女子高校(3年) 18                1:11.49曽我部菜々(ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18                2:29.44

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(3年) 18                4:47.53

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1865 男子中学(2年) 13                1:06.36大橋　　信(ｵｵﾊｼ ｼﾝ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 13                2:21.42

バタフライ　 200m１３～１４歳1864 男子中学(2年) 13                2:06.38中川　太芯(ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼﾝ)

バタフライ　 100m１３～１４歳1863 男子中学(2年) 14                  57.35森　翔太郎(ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ)
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自由形　　　  50m１３～１４歳1862 男子中学(2年) 14                  25.21筒井　一樹(ﾂﾂｲ ｶｽﾞｷ)

自由形　　　 100m１５～１６歳1861 男子中学(3年) 15                  51.40嶋田　篤人(ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                1:02.10

自由形　　　  50m１５～１６歳1860 男子中学(3年) 15                  24.33舟橋　　巧(ﾌﾅﾊｼ ｺｳ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15                1:52.08

個人メドレー 200m１５～１６歳男子中学(3年) 15                2:03.84

1859 男子中学(3年) 15               山本　修斗(ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ)

自由形　　　1500mＣＳ1858 男子高校(2年) 16               15:09.83宇野　舜哉(ｳﾉ ｼｭﾝﾔ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(2年) 16                4:00.35

自由形　　　1500mＣＳ1857 男子高校(3年) 18               15:14.67岩住宏一郎(ｲﾜｽﾞﾐ ｺｳｲﾁﾛｳ

27334：ＭＧ和泉        (MGｲｽﾞﾐ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1876 女子小学(5年) 10                  38.38川手　凛奈(ｶﾜﾃ ﾘﾅ)

27346：ＪＳＳ東花園    (JSSﾋｶﾞｼﾊ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1880 男子高校(2年) 16               大石　一颯(ｵｵｲｼ ｶｽﾞｻ)

個人メドレー 200m１５～１６歳1879 男子高校(2年) 16 桃山学院 2:03.86木村　瞬弥(ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾔ)

個人メドレー 400m１５～１６歳男子高校(2年) 16 桃山学院 4:18.81

1878 男子高校(3年) 17 高津高校中田　　豊(ﾅｶﾀ ﾕﾀｶ)

1877 男子高校(3年) 17               三木　航平(ﾐｷ ｺｳﾍｲ)

27347：大東SS          (ﾀﾞｲﾄｳSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１３～１４歳1881 女子中学(1年) 13                2:22.82柏原　心春(ｶｼﾊﾗ ｺﾊﾙ)

27354：ＪＳＳ山本      (JSSﾔﾏﾓﾄ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1882 女子小学(5年) 10                  38.78馬場　　渚(ﾊﾞﾊﾞ ﾅｷﾞｻ)

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1888 女子中学(1年) 13               麻野　芽依(ｱｻﾉ ﾒｲ)

1887 女子中学(2年) 13               市川　心都(ｲﾁｶﾜ ｺﾄ)

自由形　　　 100m１３～１４歳1886 女子中学(2年) 14                  56.97中森　美里(ﾅｶﾓﾘ ﾐｻﾄ)

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  26.49

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:04.76

1885 女子中学(2年) 14               後藤　彩巴(ｺﾞﾄｳ ｲﾛﾊ)

バタフライ　 100m１５～１６歳1884 女子中学(3年) 15                1:01.30橋村　歩実(ﾊｼﾑﾗ ｱﾕﾐ)

バタフライ　 100mＣＳ1883 女子高校(3年) 17 羽衣学園高校 1:01.32米山　　光(ﾖﾈﾔﾏ ﾋｶﾙ)

27367：ＪＳＳ深井      (JSSﾌｶｲ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200mＣＳ1895 女子高校(2年) 17 大体大浪商 2:13.48岡田　結良(ｵｶﾀﾞ ﾕﾗ)

個人メドレー 200mＣＳ1894 女子高校(3年) 18 羽衣学園高校 2:13.95大仲　摩耶(ｵｵﾅｶ ﾏﾔ)

1893 男子小学(4年) 10               国本　桔平(ｸﾆﾓﾄ ｷｯﾍﾟｲ)

1892 男子小学(5年) 10               松本　琉哉(ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾔ)

1891 男子小学(5年) 10               久保凛之助(ｸﾎﾞ ﾘﾝﾉｽｹ)

自由形　　　  50m１０歳以下1890 男子小学(5年) 10                  29.56福岡　真大(ﾌｸｵｶ ﾏﾋﾛ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.93

92 / 120 ページ 2022/08/05



登録団体別申込一覧 第45回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

自由形　　　 100m１１～１２歳1889 男子中学(1年) 12                  57.83国本　莉一(ｸﾆﾓﾄ ﾘｲﾁ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:15.06

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.24

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下1897 女子小学(5年) 10                2:36.80印南　海妃(ｲﾝﾅﾐ ﾐｲ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  36.03

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  32.75

自由形 200mＣＳ1896 女子高校(3年) 17                2:00.13久野日菜乃(ｸﾉ ﾋﾅﾉ)

自由形 400mＣＳ女子高校(3年) 17                4:13.68

自由形 800mＣＳ女子高校(3年) 17                8:41.38

27377：ＪＳＳエビス    (JSSｴﾋﾞｽ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳1898 男子高校(1年) 15 桃山学院   23.68松田　康平(ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15 桃山学院   51.66

27382：TAC豊能ｼｰﾄｽ     (ﾀｯｸｼｰﾄｽ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１３～１４歳1899 女子中学(2年) 14                2:04.12小林　愛茉(ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:15.41

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14                4:42.45

27396：NSI鶴見         (NSIﾂﾙﾐ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 400m１３～１４歳1903 女子中学(2年) 13                4:49.63原　沙都姫(ﾊﾗ ｻﾂｷ)

個人メドレー 200m１３～１４歳女子中学(2年) 13                2:19.89

個人メドレー 200m１３～１４歳1902 男子中学(2年) 14                2:08.47牧内　竜也(ﾏｷｳﾁ ﾀﾂﾔ)

バタフライ　 200m１３～１４歳男子中学(2年) 14                2:06.61

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 14                4:26.92

個人メドレー 200m１３～１４歳1901 男子中学(3年) 14                2:07.97河野　凌大(ｺｳﾉ ﾘｮｳﾀ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                4:40.38

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1900 男子高校(3年) 17 太成学院大高 2:12.97神園　航平(ｶﾐｿﾉ ｺｳﾍｲ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17 太成学院大高 1:02.05

27398：枚方ＳＳ星田    (ﾋﾗｶﾀﾎｼﾀﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200m１３～１４歳1905 女子中学(2年) 13                2:15.59久野　夢真(ﾋｻﾉ ﾕﾏ)

個人メドレー 400m１３～１４歳1904 男子中学(3年) 14                4:31.58茅島　悠斗(ｶﾔｼﾏ ﾕｳﾄ)

27399：ｻﾝｹｲST          (ｻﾝｹｲST         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1913 女子中学(2年) 14                2:31.21若林　実愛(ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｱ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                1:13.42

バタフライ　 100m１５～１６歳1912 女子高校(2年) 16 大体大浪商 1:00.85木下　妃魚(ｷﾉｼﾀ ﾋｦ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1911 女子高校(3年) 18 大体大浪商 2:29.28椋本　沙良(ﾑｸﾓﾄ ｻﾗ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 大体大浪商 1:08.59

自由形　　　  50m１３～１４歳1910 男子中学(2年) 13                  24.83池田　星那(ｲｹﾀﾞ ｾﾅ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                  54.47

自由形　　　  50m１３～１４歳1909 男子中学(2年) 13                  24.11松山　　育(ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ)
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自由形　　　 100m１３～１４歳1909 男子中学(2年) 13                  52.16松山　　育(ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                  59.85

自由形　　　 100m１５～１６歳1908 男子高校(2年) 16 大体大浪商   51.12青山　吉伸(ｱｵﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ)

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(2年) 16 大体大浪商   23.71

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16 大体大浪商 1:51.93

バタフライ　 200mＣＳ1907 男子高校(3年) 17 大体大浪商 1:58.30西村　祐里(ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾘ)

バタフライ　 100mＣＳ男子高校(3年) 17 大体大浪商   54.79

1906 男子高校(3年) 17               山口　龍舞(ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾏ)

27537：マック堺一条    (ﾏｯｸｻｶｲ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１３～１４歳1914 女子中学(3年) 14                  58.23河合　絢音(ｶﾜｲ ｱﾔﾈ)

27595：ｾﾝﾄﾗﾙ高槻(CSﾀｶﾂｷ)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳1928 女子小学(6年) 12  2:09.21鍛島　優空(ｶｼﾏ ﾕﾗ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 12  1:00.43

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12    27.69

バタフライ　 100m１１～１２歳1927 女子中学(1年) 12  1:06.02鈴木　愛悠(ｽｽﾞｷ ﾏﾕ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12    29.82

自由形　　　 400m１３～１４歳1926 女子中学(1年) 13  4:21.62本山　愛海(ﾓﾄﾔﾏ ﾏﾅﾐ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(1年) 13  2:06.91

自由形　　　 200m１３～１４歳1925 女子中学(2年) 14  2:05.73福浪　彩葵(ﾌｸﾅﾐ ｻｷ)

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(2年) 14    27.10

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14  4:24.66

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1924 女子中学(3年) 14  1:11.97愛敬　みう(ｱｲｷｮｳ ﾐｳ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14  2:32.30

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14  4:50.94

1923 女子高校(1年) 15入江　美尋(ｲﾘｴ ﾐﾋﾛ)

個人メドレー 200m１５～１６歳1922 女子高校(2年) 16  2:17.35島村　椛稟(ｼﾏﾑﾗ ｶﾘﾝ)

個人メドレー 400m１５～１６歳女子高校(2年) 16  4:46.62

1921 女子高校(2年) 17前川　侑生(ﾏｴｶﾜ ﾕｳ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1920 男子小学(5年) 10    38.12鈴木　理仁(ｽｽﾞｷ ﾘﾋﾄ)

1919 男子小学(6年) 12南條　珀空(ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾊｸ)

1918 男子小学(6年) 12上田　龍輝(ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1917 男子小学(6年) 12    31.27山田　晴樹(ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12  1:03.63

個人メドレー 200m１１～１２歳1916 男子中学(1年) 12  2:23.57山脇　　葵(ﾔﾏﾜｷ ｱｵｲ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12  1:06.80

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12    30.71

バタフライ　 200m１３～１４歳1915 男子中学(2年) 14  2:07.17藤本航太朗(ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14    58.49

28：兵  庫

28418：龍野北          (ﾀﾂﾉｷﾀ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 400m１５～１６歳1929 男子高校(2年) 16 SUN網干 4:22.43山本　頼知(ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲﾁ)
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28615：須磨学園高校    (ｽﾏｶﾞｸｴﾝ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1939 女子高校(2年) 16                2:16.90樋口　実紅(ﾋｸﾞﾁ ﾐｸ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                1:04.14

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1938 女子高校(3年) 18                1:10.22立山　心菜(ﾀﾁﾔﾏ ｺｺﾅ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1937 男子高校(1年) 15                1:02.09野田　怜穏(ﾉﾀﾞ ﾚｵﾝ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳1936 男子高校(1年) 16                1:04.60菅野　陽日(ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ)

1935 男子高校(1年) 16               長谷川陽大(ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ)

自由形　　　 200m１５～１６歳1934 男子高校(2年) 16                1:54.04辻森　魁人(ﾂｼﾞﾓﾘ ｶｲﾄ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(2年) 16                3:58.96

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(2年) 16               15:39.07

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1933 男子高校(2年) 17                1:01.62栗原　悠里(ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾘ)

自由形　　　 200mＣＳ1932 男子高校(2年) 17                1:52.57松村　駿佑(ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17                  51.36

1931 男子高校(3年) 17               戸上　光助(ﾄｶﾞﾐ ｺｳｽｹ)

個人メドレー 200mＣＳ1930 男子高校(3年) 18                2:01.64菅野　広大(ｽｶﾞﾉ ｺｳﾀﾞｲ)

28618：報徳学園        (ﾎｳﾄｸ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１５～１６歳1940 男子高校(2年) 16                  53.91小池　貴之(ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ)

バタフライ　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:00.53

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  51.54

28631：雲雀丘学園高(ﾋﾊﾞﾘｶﾞｵｶ)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1941 女子高校(1年) 16 TAC豊能ｼｰﾄｽ 2:32.65小林　愛莉(ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16 TAC豊能ｼｰﾄｽ 1:12.01

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200mＣＳ1942 女子高校(2年) 17                2:16.85黒木　優愛(ｸﾛｷ ﾕｳｱ)

28805：塚口ＳＳ        (ﾂｶｸﾞﾁSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1957 女子高校(2年) 16               中野　陽菜(ﾅｶﾉ ﾋﾅ)

バタフライ　 100m１５～１６歳1956 女子高校(2年) 16 須磨学園高校 1:01.57前田　夏風(ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｶ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1955 女子高校(2年) 17                2:30.16小坂田　愛(ｵｻｶﾀﾞ ｱｲ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17                1:09.99

1954 女子高校(3年) 17               西河　輝峰(ﾆｼｶﾜ ｷﾎ)

バタフライ　 100mＣＳ1953 女子高校(3年) 18                1:01.43岡部　仁胡(ｵｶﾍﾞ ﾆｺ)

1952 男子小学(6年) 11               志井　瑠座(ｼｲ ﾘｭｳｻﾞ)

1951 男子小学(6年) 11               上村　悠斗(ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ)

1950 男子小学(6年) 11               櫻井　　佑(ｻｸﾗｲ ﾕｳ)

自由形　　　 200m１１～１２歳1949 男子中学(1年) 12                2:04.79木本　怜良(ｷﾓﾄ ﾚｵ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:22.69

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  30.09

バタフライ　 100m１１～１２歳1948 男子中学(1年) 12                1:02.44西河　輝恭(ﾆｼｶﾜ ｷｷｮｳ)

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.96

1947 男子中学(2年) 13               髙岡　拓未(ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ)

1946 男子中学(2年) 13               福井　寛人(ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ)
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1945 男子中学(2年) 14               西村　　零(ﾆｼﾑﾗ ﾚｲ)

1944 男子中学(3年) 14               中川　陽喜(ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ1943 男子高校(3年) 17 須磨学園高校 2:16.33小川　大貴(ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ)

28810：ＪＳＳ三木      (JSSﾐｷ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ1959 女子高校(3年) 17 神戸野田高校 1:01.59宮崎いぶき(ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ)

バタフライ　  50m１０歳以下1958 男子小学(5年) 10                  31.33粂田　一平(ｸﾒﾀﾞ ｲｯﾍﾟｲ)

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.40

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:38.18

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 400m１３～１４歳1962 女子中学(2年) 13                4:22.56川野　夢桃(ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ)

自由形　　　  50m１１～１２歳1961 男子小学(6年) 11                  26.37濱口　　敬(ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 11                  28.78

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 11                1:03.12

自由形　　　 100m１５～１６歳1960 男子高校(2年) 16                  52.61松岡　健太(ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                1:54.20

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

1982 女子小学(4年) 10               古賀　月菜(ｺｶﾞ ﾙﾅ)

1981 女子小学(5年) 10               藤川　愛菜(ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾅ)

1980 女子小学(5年) 10               野口　結奈(ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ)

自由形　　　  50m１０歳以下1979 女子小学(5年) 10                  30.37井本　奈那(ｲﾓﾄ ﾅﾅ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1978 女子中学(1年) 12                1:08.03狩野　紗奈(ｶﾉｳ ｻﾅ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  31.13

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.91

バタフライ　 100m１１～１２歳1977 女子中学(1年) 12                1:05.14藤井　咲羽(ﾌｼﾞｲ ｻﾜ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.95

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1976 女子中学(2年) 14                1:03.25見浪　真美(ﾐﾅﾐ ﾏﾐ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:15.52

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳1975 女子中学(2年) 14                1:11.72齊藤　結菜(ｻｲﾄｳ ﾕﾅ)

1974 女子高校(2年) 16               坂口理彩子(ｻｶｸﾞﾁ ﾘｻｺ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1973 女子高校(2年) 17 須磨学園高校 1:11.25二宮　陽凪(ﾆﾉﾐﾔ ﾋﾅ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17 須磨学園高校 2:31.26

1972 女子高校(2年) 17               板谷　紗瑛(ｲﾀﾀﾆ ｻｴ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ1971 女子高校(3年) 17 須磨学園高校 2:13.57中澤　　葵(ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ)

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 17 須磨学園高校 2:15.03

バタフライ　 100mＣＳ1970 女子高校(3年) 17 須磨学園高校 1:01.96森田　美友(ﾓﾘﾀ ﾐﾕ)

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 17 須磨学園高校 2:15.42

平泳ぎ　　　 100mＣＳ1969 女子高校(3年) 18 神戸野田高校 1:08.54澤野　莉子(ｻﾜﾉ ﾘｺ)

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18 神戸野田高校 2:01.12

個人メドレー 200mＣＳ女子高校(3年) 18 神戸野田高校 2:15.42

1968 男子小学(4年) 9               力石　琉聖(ﾁｶﾗｲｼ ﾘｭｳﾄ)

1967 男子小学(5年) 10               石川　　颯(ｲｼｶﾜ ｿｳ)

1966 男子小学(5年) 10               土岐　脩雅(ﾄｷ ｼｭｳｶﾞ)

1965 男子小学(5年) 10               坂口　大知(ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲﾁ)

バタフライ　  50m１０歳以下1964 男子小学(5年) 10                  31.69大野　　快(ｵｵﾉ ｶｲ)
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平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1964 男子小学(5年) 10                  38.38大野　　快(ｵｵﾉ ｶｲ)

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:39.70

バタフライ　  50m１１～１２歳1963 男子中学(1年) 12                  28.88土岐　龍雅(ﾄｷ ﾘｭｳｶﾞ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  57.99

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.78

28816：S･ﾊﾟﾃｨｵ         (S･ﾊﾟﾃｨｵ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１３～１４歳1983 女子中学(3年) 14                2:04.60寺本　咲来(ﾃﾗﾓﾄ ｻｷ)

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(3年) 14                4:20.96

28817：ＮＳＩ西紀      (NSIﾆｼｷ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳1984 女子中学(2年) 13                1:02.69福島　美月(ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾞｷ)

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下1989 女子小学(5年) 10                  38.78阿部　杏奈(ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ)

バタフライ　  50m１１～１２歳1988 女子中学(1年) 12                  29.54松長　麻耶(ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾔ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:06.18

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳1987 女子中学(2年) 13                2:16.69三宗　琴葉(ﾐﾂﾑﾈ ｺﾄﾊ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 13                1:02.76

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳1986 女子高校(2年) 16                2:34.01衛門　果穂(ｴﾓﾝ ｶﾎ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                1:11.96

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳1985 男子中学(1年) 12                1:07.09七藏司隆斗(ﾅﾅｿﾞｳｼ ﾘｭｳﾄ)

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 ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳1991 男子中学(1年) 12                  30.08吉田　将義(ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ)

個人メドレー 400m１３～１４歳1990 男子中学(3年) 14                4:29.81濱本　大智(ﾊﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ)

28824：コナミ西宮      (ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

2006 女子小学(5年) 11               吉武　実桜(ﾖｼﾀｹ ﾐｵ)

2005 女子小学(6年) 11               林　　莉央(ﾊﾔｼ ﾘｵ)

2004 女子小学(6年) 12               定　　茉南(ｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ)

自由形　　　  50m１１～１２歳2003 女子中学(1年) 12                  27.41酒井　柚奈(ｻｶｲ ﾕﾅ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:11.40

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:00.58

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2002 女子中学(1年) 12                1:14.53指方　心絆(ｻｼｶﾀ ｺｺﾅ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2001 女子中学(2年) 14                1:03.48名村　心里(ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2000 女子高校(1年) 15 神戸野田高校 1:11.58今井　陽花(ｲﾏｲ ﾊﾙｶ)

自由形　　　 200m１５～１６歳1999 女子高校(1年) 16                2:01.10木村　陽香(ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ)

自由形　　　  50m１５～１６歳女子高校(1年) 16                  26.31

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16                  57.32

自由形　　　 100m１５～１６歳1998 女子高校(2年) 16 神戸野田高校   57.58浅尾萌々香(ｱｻｵ ﾓﾓｶ)

自由形　　　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 神戸野田高校 2:03.20

自由形　　　 400m１５～１６歳女子高校(2年) 16 神戸野田高校 4:19.63

1997 女子高校(3年) 18               武内みなみ(ﾀｹｳﾁ ﾐﾅﾐ)

1996 女子高校(3年) 18               下村　真彩(ｼﾓﾑﾗ ﾏｱﾔ)

自由形　　　 200m１１～１２歳1995 男子中学(1年) 12                2:04.27吉識　晴道(ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ)
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自由形　　　 100m１１～１２歳1995 男子中学(1年) 12                  58.91吉識　晴道(ﾖｼｷ ﾊﾙﾐﾁ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  25.94

バタフライ　 200m１５～１６歳1994 男子中学(3年) 15                1:59.56前川　大和(ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子中学(3年) 15                  55.67

自由形　　　 400m１５～１６歳1993 男子高校(1年) 15                3:59.06藤原　佳己(ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ)

自由形　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 15                1:53.63

バタフライ　 200m１５～１６歳1992 男子高校(2年) 16                2:00.81山岡　大晟(ﾔﾏｵｶ ﾀｲｾｲ)

28825：コナミ明石      (ｺﾅﾐｱｶｼ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳2007 男子中学(1年) 12                2:06.66渡邊　瑠樹(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ)

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.72

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:01.07

28833：ＮＳＩ御影      (NSIﾐｶｹﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳2008 女子中学(3年) 15                  26.41佐藤　来美(ｻﾄｳ ｸﾐ)

28835：ﾙﾈｻﾝｽ神戸       (ﾙ･ｺｳﾍﾞ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳2011 女子中学(1年) 12                  28.14前田　叶海(ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾐ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:00.22

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:10.79

バタフライ　 200m１３～１４歳2010 女子中学(3年) 14                2:18.06菅原　凛夏(ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ)

バタフライ　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                1:02.68

自由形　　　  50mＣＳ2009 女子高校(3年) 18 神戸野田高校   26.42片山　珠里(ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 神戸野田高校   56.87

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18 神戸野田高校 2:03.15

28840：ＮＳＩ          (NSI            )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下2022 女子小学(5年) 10                2:37.94角　　花笑(ｽﾐ ﾊﾅｴ)

個人メドレー 200m１０歳以下2021 女子小学(5年) 10                2:36.63渡邉彩美理(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾐﾘ)

2020 女子小学(6年) 11               尼子　舞花(ｱﾏｺ ﾏｲｶ)

バタフライ　  50m１１～１２歳2019 女子中学(1年) 12                  29.78楠井　彩乃(ｸｽｲ ｱﾔﾉ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  27.75

バタフライ　  50m１１～１２歳2018 女子中学(1年) 12                  29.77大山　夢羽(ｵｵﾔﾏ ﾑｳ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:05.75

自由形　　　  50m１１～１２歳2017 女子中学(1年) 12                  27.84檀野　紗良(ﾀﾞﾝﾉ ｻﾗ)

自由形　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  59.97

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2016 女子中学(2年) 13                1:13.21西尾　柚乃(ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2015 女子高校(1年) 16 北須磨高 2:30.81井村　凪瀬(ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳女子高校(1年) 16 北須磨高 1:11.03

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2014 男子小学(5年) 10                  34.68荒木　優誠(ｱﾗｷ ﾕｳｾｲ)

自由形　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  29.16

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2013 男子中学(1年) 12                  31.88吉田　祥次(ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:04.31

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:21.62

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2012 男子高校(1年) 15 明石南高校 2:06.27村上　徹平(ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15 明石南高校   58.58
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28843：JSS川西         (JSSｶﾜﾆｼ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2023 男子高校(2年) 16                2:14.02山田　優士(ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ)

28848：ＳＵＮ姫路      (SUNﾋﾒｼﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200mＣＳ2024 男子高校(3年) 17 須磨学園高校 2:01.21小峯　輝羅(ｺﾐﾈ ｷﾗ)

個人メドレー 400mＣＳ男子高校(3年) 17 須磨学園高校 4:15.05

28849：ＪＳＳ尼宝      (JSSﾆﾎｰ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳2025 女子中学(1年) 12                1:00.57長谷　沙紀(ﾅｶﾞﾀﾆ ｻｷ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.14

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:04.32

28860：コナミ三田      (ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳2029 女子小学(6年) 12                2:10.59二杉　琉花(ﾆｽｷﾞ ﾙｶ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 12                  27.87

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(6年) 12                2:24.70

自由形　　　 100m１３～１４歳2028 女子中学(2年) 14                  57.77山口　華凜(ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                1:02.83

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:14.73

自由形　　　 200m１５～１６歳2027 女子中学(3年) 15                2:02.43花岡　菜海(ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ)

自由形　　　 400m１５～１６歳女子中学(3年) 15                4:16.23

バタフライ　 100m１５～１６歳2026 女子高校(2年) 16                1:01.47庄司　彩花(ｼｮｳｼﾞ ｻﾔｶ)

バタフライ　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:14.53

28869：ＪＳＳ大久保    (JSSｵｵｸﾎﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳2030 男子高校(1年) 15                  24.16木下　誠覇(ｷﾉｼﾀ ﾅﾙﾊ)

28870：武庫之荘ＳＳ    (ﾑｺﾉｿｳSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200m１３～１４歳2033 女子中学(3年) 14                2:16.36小川　想楽(ｵｶﾞﾜ ｿﾗ)

バタフライ　 200m１３～１４歳2032 男子中学(2年) 14                2:09.15平井　優大(ﾋﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ2031 男子高校(2年) 17                2:10.93竹内　慶悟(ﾀｹｳﾁ ｹｲｺﾞ)

28872：ＳＵＮ網干      (SUNｱﾎﾞｼ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2038 女子中学(1年) 12                1:15.24塚原　　楽(ﾂｶﾊﾗ ｻｻ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:24.15

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  34.90

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2037 女子中学(1年) 12                  31.83天川　心結(ｱﾏｶﾜ ﾐﾕ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:08.11

バタフライ　 100m１５～１６歳2036 女子高校(2年) 16 姫路商業 1:00.65西雄　愛莉(ﾆｼｵ ｱｲﾘ)

自由形　　　  50m１５～１６歳女子高校(2年) 16 姫路商業   26.57

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16 姫路商業   57.82

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2035 男子中学(1年) 12                1:09.37間彦　秀亮(ﾏﾋｺ ｼｭｳｽｹ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  32.83

自由形　　　 400m１３～１４歳2034 男子中学(2年) 14                4:04.39岡本　一歩(ｵｶﾓﾄ ｲｯﾎﾟ)
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28880：イトマン西神    (ｲﾄﾏﾝｾｲｼﾝ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

2054 女子小学(4年) 9               石川　陽莉(ｲｼｶﾜ ﾋﾏﾘ)

2053 女子小学(4年) 10               谷川原結音(ﾀﾆｶﾞﾜﾗ ﾕﾉﾝ)

2052 女子小学(4年) 10               奥村　果歩(ｵｸﾑﾗ ｶﾎ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2051 女子小学(5年) 10                  37.74赤松　　杏(ｱｶﾏﾂ ｱﾝ)

バタフライ　  50m１１～１２歳2050 女子小学(6年) 11                  29.94社浦　有紗(ｼｬｳﾗ ｱﾘｻ)

自由形　　　  50m１１～１２歳女子小学(6年) 11                  27.87

2049 女子小学(6年) 12               古川　　凜(ﾌﾙｶﾜ ﾘﾝ)

2048 女子中学(1年) 12               伊藤　　育(ｲﾄｳ ﾊｸﾞﾐ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2047 女子中学(1年) 12                  30.84赤松　　蘭(ｱｶﾏﾂ ﾗﾝ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:06.46

2046 女子中学(1年) 12               石川　栞凪(ｲｼｶﾜ ｶﾝﾅ)

自由形　　　  50mＣＳ2045 女子高校(3年) 18 須磨学園高校   26.55吉田　芽生(ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 須磨学園高校   57.16

2044 男子小学(4年) 10               名生　陸人(ﾐｮｳｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ)

2043 男子小学(5年) 10               松本　章登(ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾄ)

2042 男子小学(5年) 10               津田　優司(ﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ)

2041 男子小学(5年) 10               皆越　　翼(ﾐﾅｺｼ ﾂﾊﾞｻ)

自由形　　　  50m１０歳以下2040 男子小学(5年) 10                  30.14野村　憲伸(ﾉﾑﾗ ｹﾝｼﾝ)

自由形　　　 100m１３～１４歳2039 男子中学(2年) 13                  54.62松本　遥哉(ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾔ)

28887：マック加古川    (ﾏｯｸｶｺｶﾞﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2056 女子小学(5年) 10                  30.18大西　彩生(ｵｵﾆｼ ｻｷ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:40.30

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  34.58

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2055 男子高校(3年) 17 関西学院高 1:01.54武本　航志(ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼ)

28888：Aqスポレスト    (Aqｽﾎﾟﾚｽﾄ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2060 女子小学(5年) 10                  29.78永田　　蒼(ﾅｶﾞﾀ ｱｵｲ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:37.89

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.87

自由形　　　 200m１１～１２歳2059 女子中学(1年) 12                2:09.63永田　　杏(ﾅｶﾞﾀ ｱﾝｽﾞ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:06.03

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:23.35

自由形　　　 400m１３～１４歳2058 女子中学(2年) 13                4:24.93今林　小夏(ｲﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾂ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 13                2:05.12

個人メドレー 200m１３～１４歳2057 女子中学(3年) 14                2:20.27鵜島あかり(ｳﾉｼﾏ ｱｶﾘ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:04.00

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  57.83

28895：ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ小野(ｱﾙｺﾞﾆｽﾎﾟ)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2062 女子高校(2年) 17  2:17.34蔦川　真優(ﾂﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ)

自由形　　　  50m１３～１４歳2061 男子中学(3年) 14    24.41友定　孝之(ﾄﾓｻﾀﾞ ﾀｶﾕｷ)
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28898：佐用ＳＳ        (ｻﾖｳSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳2063 男子中学(3年) 14                  57.20石井　悠一(ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ)

28899：ＪＳＳ北神戸    (JSSｷﾀｺｳﾍ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　1500mＣＳ2067 男子高校(1年) 15 神戸村野工業15:37.97加登　博翔(ｶﾄｳ ﾊｸﾄ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(1年) 15 神戸村野工業 3:58.93

自由形　　　 200m１５～１６歳2066 男子高校(2年) 16                1:53.75出羽　晃也(ｲｽﾞﾜ ｱｷﾔ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(2年) 16                3:58.07

自由形　　　  50mＣＳ2065 男子高校(2年) 17                  23.91左脇　弘大(ｻﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ)

自由形　　　 400mＣＳ2064 男子高校(2年) 17                3:51.31加登　結翔(ｶﾄｳ ﾕｲﾄ)

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(2年) 17               15:18.81

28901：一宮ＳＳ        (ｲﾁﾉﾐﾔSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳2068 男子中学(1年) 12                  26.54上川　馨平(ｶﾐｶﾜ ｷｮｳﾍｲ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:07.27

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:02.61

28904：Aq相生          (Aqｱｲｵｲ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2070 女子中学(1年) 12                  29.27松本みのり(ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾘ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:05.95

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:22.41

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2069 男子中学(3年) 14                2:07.26小林　恭也(ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾔ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  58.72

28912：NSI南あわじ     (NSIﾐﾅﾐｱﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳2071 女子中学(2年) 14                  26.92村上　遥香(ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  57.47

28921：ｲﾄﾏﾝ西神戸      (ｲﾄﾏﾆｼｺｳﾍ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2077 女子高校(1年) 16 神戸野田高校 1:03.81黒岩　徠夏(ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2076 男子小学(4年) 10                  34.30森本　健介(ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｽｹ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2075 男子小学(5年) 10                  36.56寺坂　拓真(ﾃﾗｻｶ ﾀｸﾏ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2074 男子中学(1年) 12                  29.27吉川　幸輝(ﾖｼｶﾜ ｺｳｷ)

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.16

バタフライ　 200m１５～１６歳2073 男子高校(2年) 16                2:00.91藤澤　明輝(ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｷ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:07.39

自由形　　　 200m１５～１６歳2072 男子高校(2年) 16                1:51.13洲﨑　透真(ｽｻﾞｷ ﾄｳﾏ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  51.35

28926：st淡路          (stｱﾜｼﾞ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2078 男子小学(6年) 12                  28.81浅井蒼一郎(ｱｻｲ ｿｳｲﾁﾛｳ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:04.22
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28932：TX夙川          (TXｼｭｸｶﾞﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１３～１４歳2079 女子中学(2年) 14                2:05.01大塚　美咲(ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ)

29：奈  良

29201：イトマン富雄    (ｲﾄﾏﾝﾄﾐｵ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 400m１３～１４歳2080 男子中学(2年) 14                4:04.03若杦　朝陽(ﾜｶｽｷﾞ ｱｻﾋ)

29207：ＪＳＳ富雄      (JSSﾄﾐｵ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2083 女子中学(3年) 14                1:12.37奈良　結愛(ﾅﾗ ﾕﾏ)

バタフライ　 200m１３～１４歳2082 男子中学(2年) 14                2:05.98大久保雄翔(ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾄ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2081 男子高校(3年) 17                1:02.00大蔵　礼生(ｵｵｸﾗ ﾚｵ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                2:15.05

29208：ｲﾄﾏﾝ大和郡山    (ｲﾄﾏﾝﾔﾏﾄ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2085 女子小学(5年) 10                  38.75藤本　心奈(ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾅ)

バタフライ　 100m１１～１２歳2084 女子小学(5年) 11                1:03.30塩入　　澪(ｼｵｲﾘ ﾐｵ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子小学(5年) 11                  28.76

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(5年) 11                2:23.91

29212：ﾙﾈｻﾝｽ登美       (ﾙ･ﾄﾐｶﾞｵｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳2087 女子小学(6年) 11                1:00.40村上　颯月(ﾑﾗｶﾐ ｻﾂｷ)

自由形　　　 400mＣＳ2086 女子高校(3年) 17 天理高校 4:15.86辻出　詩子(ﾂｼﾞﾃﾞ ｳﾀｺ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 17 天理高校 1:01.53

29216：イトマン王寺    (ｲﾄﾏﾝｵｳｼﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

2093 女子小学(6年) 11               山田　千聖(ﾔﾏﾀﾞ ﾁｻﾄ)

個人メドレー 200m１１～１２歳2092 女子中学(1年) 12                2:24.54牛田　明里(ｳｼﾀﾞ ｱｶﾘ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  28.27

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:03.46

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2091 女子中学(1年) 12                  34.05藤澤　由衣(ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｲ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:14.37

2090 女子中学(1年) 12               木藤　　晴(ｷﾄｳ ﾊﾙ)

バタフライ　  50m１１～１２歳2089 男子中学(1年) 12                  28.73山内　　孟(ﾔﾏｳﾁ ﾊｼﾞﾒ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:03.22

バタフライ　  50m１１～１２歳2088 男子中学(1年) 12                  29.06伊丹　晴崇(ｲﾀﾐ ﾊﾙﾀｶ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.16

29219：Ｓ．Ｓあす香    (S･Sｱｽｶ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳2094 男子中学(3年) 14                  24.42北中凜太郎(ｷﾀﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ)

29220：ｱｲﾗﾝﾄﾞ香芝      (ｱｲﾗﾝﾄﾞ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2095 男子高校(2年) 16 天理高校 1:03.33土谷　直樹(ﾂﾁﾀﾆ ﾅｵｷ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16 天理高校 2:16.00
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29224：ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘    (ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2097 男子小学(4年) 9                  29.98安居　大志(ﾔｽｲ ﾀｲｼ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 9                  34.40

自由形　　　  50m１１～１２歳2096 男子中学(1年) 12                  26.90白坂　祐希(ｼﾗｻｶ ﾕｳｷ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  57.20

29226：Ａqｽｲﾑﾋﾟｱ(Aqｽｲﾑﾋﾟｱ)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2098 男子高校(1年) 16 天理高校 1:03.93竹森　直輝(ﾀｹﾓﾘ ﾅｵｷ)

30：和歌山

30003：和歌山北高校    (ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１５～１６歳2099 男子高校(2年) 16 パルワカヤマ   50.98鳴神　掲太(ﾅﾙｶﾐ ｹｲﾀ)

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(2年) 16 パルワカヤマ   24.28

30501：パルワカヤマ    (ﾊﾟﾙﾜｶﾔﾏ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳2100 男子高校(2年) 16 星林高校 1:51.69藤本　遥介(ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳｽｹ)

自由形　　　 400m１５～１６歳男子高校(2年) 16 星林高校 4:01.14

30511：ＭＧﾄﾞﾙﾌｨﾝ      (MGﾄﾞﾙﾌｨﾝ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳2101 女子高校(2年) 16                  26.53濵野　美海(ﾊﾏﾉ ﾐｳ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                  57.13

バタフライ　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                1:01.19

30512：タナベＳＳ      (ﾀﾅﾍﾞSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2102 男子小学(5年) 10                  33.43濵野　蒼輔(ﾊﾏﾉ ｿｳｽｹ)

30513：ＭＧ海南        (MGｶｲﾅﾝ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 400m１３～１４歳2103 女子中学(3年) 14                4:23.04北村　心結(ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ)

30521：ADカツラギSS    (ADｶﾂﾗｷﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳2109 女子中学(3年) 14                  25.85榎本　裕月(ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ)

自由形　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:06.16

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  56.35

2108 女子高校(3年) 17               川合日美希(ｶﾜｲ ﾋﾋﾞｷ)

個人メドレー 200mＣＳ2107 女子高校(3年) 18                2:16.18三浦　彩花(ﾐｳﾗ ｱﾔｶ)

個人メドレー 400mＣＳ女子高校(3年) 18                4:39.49

バタフライ　 100mＣＳ2106 女子高校(3年) 18                1:01.31榎本　真乙(ｴﾉﾓﾄ ﾏｵ)

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 18                2:14.53

バタフライ　  50m１１～１２歳2105 男子小学(6年) 12                  28.29榎本　光時(ｴﾉﾓﾄ ﾐﾁｶ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子小学(6年) 12                  26.34

自由形　　　 100m１３～１４歳2104 男子中学(3年) 14                  54.31小南　璃人(ｺﾐﾅﾐ ﾘﾋﾄ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  58.49
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31：鳥  取

31501：米子ＳＳ        (ﾖﾅｺﾞSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2111 女子中学(1年) 12                  34.26高尾　嬉紀(ﾀｶｵ ｷｷ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2110 男子中学(3年) 14                2:19.27武田　知之(ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:06.29

31504：ＪＳＳ米子      (JSSﾖﾅｺﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2118 女子中学(1年) 12                  30.34宮田　稀叶(ﾐﾔﾀ ｷﾄ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:05.87

バタフライ　  50m１１～１２歳2117 女子中学(1年) 12                  29.83上杉　　杏(ｳｴｽｷﾞ ｱﾝ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2116 女子中学(1年) 12                  30.98堀越　麗杏(ﾎﾘｺｼ ﾘｱﾝ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2115 女子中学(3年) 15                1:01.51上杉　　凛(ｳｴｽｷﾞ ﾘﾝ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子中学(3年) 15                2:12.32

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2114 男子小学(4年) 10                  38.37中原翔太朗(ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2113 男子小学(4年) 10                  32.86宮田　　豪(ﾐﾔﾀ ｺﾞｳ)

バタフライ　 100mＣＳ2112 男子高校(2年) 17                  53.42上杉　了以(ｳｴｽｷﾞ ﾘｮｳｲ)

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(2年) 17                1:58.82

31505：ＳＦ鳥取        (SFﾄｯﾄﾘ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2119 男子高校(3年) 18                1:01.08三澤　直也(ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18                2:16.93

31512：ＮＳＩリプル    (NSIﾘﾌﾟﾙ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200m１３～１４歳2120 男子中学(2年) 14                2:06.28義仲　隆都(ﾖｼﾅｶ ﾘｭｳﾄ)

31550：鳥取・パジャ    (ﾄﾘ･ﾊﾟｼﾞｬ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2122 女子高校(3年) 18 鳥取城北 1:01.65宮城　歩優(ﾐﾔｷﾞ ｱﾕ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18 鳥取城北 2:11.73

個人メドレー 200mＣＳ2121 男子高校(3年) 18 鳥取工業 2:02.35上田　　優(ｳｴﾀ ﾕｳ)

32：島  根

32152：ＪＳＳ松江      (JSSﾏﾂｴ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2123 男子中学(1年) 12                  30.08松近　　歩(ﾏﾂﾁｶ ｱﾕﾐ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.86

32153：ＳＳ安来        (SSﾔｽｷﾞ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳2124 男子小学(6年) 12                  26.39辻　　真一(ﾂｼﾞ ｼﾝｲﾁ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子小学(6年) 12                2:18.75

32230：Ｂ＆Ｇ宍道      (B&Gｼﾝｼﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2125 男子中学(1年) 12                  28.04杉浦　　亘(ｽｷﾞｳﾗ ﾜﾀﾙ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:01.97
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32253：平田ＳＳ        (ﾋﾗﾀSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下2126 男子小学(5年) 10                  31.92常松　皇志(ﾂﾈﾏﾂ ｵｳｼﾞ)

33：岡  山

33002：ＯＳＫ岡山      (OSKｵｶﾔﾏ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2129 女子中学(1年) 12                  29.86池原　飛鳥(ｲｹﾊﾗ ｱｽｶ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:05.42

自由形　　　  50m１０歳以下2128 男子小学(5年) 10                  30.14古賀新之佑(ｺｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  30.82

自由形　　　  50m１３～１４歳2127 男子中学(3年) 14                  25.25杉　　莉音(ｽｷﾞ ﾘｵﾝ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  53.40

33012：みずしまＳＳ    (ﾐｽﾞｼﾏSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１１～１２歳2130 男子中学(1年) 12                2:19.02赤木　遥翔(ｱｶｷ ﾊﾙﾄ)

33014：オーバル妹尾    (ｵｰﾊﾞﾙｾﾉｵ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2131 男子小学(5年) 10                  29.19西野　　縁(ﾆｼﾉ ｴﾝ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.81

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(5年) 10                2:35.57

33017：ＳＴＹ・ＳＣ    (STY.SC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳2132 男子中学(1年) 12                  58.98内田　幸希(ｳﾁﾀﾞ ｺｳｷ)

自由形　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  26.50

33018：レイＳＣ倉敷    (ﾚｲSCｸﾗｼｷ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

2137 女子小学(6年) 12               渡邉　志帆(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾎ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2136 女子中学(1年) 12                  34.64佐藤　優衣(ｻﾄｳ ﾕｲ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:13.38

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:24.84

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2135 女子中学(1年) 12                1:08.46山田　愛七(ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾅ)

2134 女子中学(1年) 12               横山　　楓(ﾖｺﾔﾏ ｶｴﾃﾞ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2133 女子高校(2年) 17                1:01.11森本　彩芭(ﾓﾘﾓﾄ ｲﾛﾊ)

33025：ｻﾝﾌﾗﾜｰSS        (ｻﾝﾌﾗﾜ-SS       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下2143 女子小学(4年) 10                  30.94山室　璃奈(ﾔﾏﾑﾛ ﾘﾅ)

自由形　　　  50m１０歳以下女子小学(4年) 10                  29.37

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(4年) 10                2:33.40

バタフライ　 100m１３～１４歳2142 女子中学(2年) 13                1:01.64斉藤　あこ(ｻｲﾄｳ ｱｺ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 13                2:14.07

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(2年) 13                4:54.67

自由形　　　 100m１５～１６歳2141 女子高校(1年) 15 就実高   56.36中川　愛咲(ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲｻ)

自由形　　　 100m１１～１２歳2140 男子小学(6年) 12                  57.87大東　　仁(ﾀﾞｲﾄｳ ｼﾞﾝ)

自由形　　　 100m１３～１４歳2139 男子中学(2年) 13                  53.21荒川　莉久(ｱﾗｶﾜ ﾘｸ)
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自由形　　　  50m１３～１４歳2139 男子中学(2年) 13                  25.22荒川　莉久(ｱﾗｶﾜ ﾘｸ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                  57.33

自由形　　　 100m１３～１４歳2138 男子中学(3年) 14                  53.28岡本　崚我(ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ)

33026：ＯＳＫ吉備      (OSKｷﾋﾞ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2144 男子小学(4年) 10                  33.43村松　真人(ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾅﾄ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10                  38.15

33028：オーバル総社    (OVALsoja       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2148 女子中学(1年) 12                  33.37小鍛治茉子(ｺｶｼﾞ ﾏｺ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:12.64

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2147 男子中学(1年) 12                  32.71佐々木佑成(ｻｻｷ ﾕｳｾｲ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:11.99

自由形　　　 200m１５～１６歳2146 男子高校(2年) 16                1:51.96竹内　聖人(ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾄ)

自由形　　　 100mＣＳ2145 男子高校(3年) 17                  51.13三宅　琉暉(ﾐﾔｹ ﾙｷ)

自由形　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                1:52.65

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(3年) 17                  23.07

33031：アクロポート    (ｱｸﾛﾎﾟｰﾄ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2149 男子高校(1年) 16 就実高 2:01.24藤原龍之介(ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

33034：ﾙﾈｻﾝｽ玉島       (ﾙ･ﾀﾏｼﾏ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2150 男子中学(3年) 14                2:10.60竹内　魁生(ﾀｹｳﾁ ｶｲｾｲ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:00.20

33041：真庭SC          (ﾏﾆﾜSC          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2151 男子小学(4年) 10                  29.17吉原　唯人(ﾖｼﾊﾗ ﾕｲﾄ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(4年) 10                  33.72

個人メドレー 200m１０歳以下男子小学(4年) 10                2:34.18

33050：ＲＡＹＳ        (ﾚｲｽﾞ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2152 女子中学(3年) 14                1:08.42中村　美羽(ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:26.20

33316：関西            (ｶﾝｾﾞｲ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１５～１６歳2156 男子高校(1年) 16 アクロポート   54.84秋山　宗凛(ｱｷﾔﾏ ｿｳﾘ)

バタフライ　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 16 アクロポート 2:01.24

2155 男子高校(2年) 16 OSK吉備赤木　隆晟(ｱｶｷﾞ ﾘｭｳｾｲ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2154 男子高校(3年) 18 児島水倶楽部   57.43片山　　昴(ｶﾀﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ)

個人メドレー 200mＣＳ2153 男子高校(3年) 18 オーバル総社 2:00.63仮屋　陽貴(ｶﾘﾔ ﾊﾙｷ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 18 オーバル総社 2:04.41

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18 オーバル総社   56.82
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34：広  島

34082：ＫＳＧミドリ    (KSGﾐﾄﾞﾘ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下2158 女子小学(5年) 10                2:37.95津江　里咲(ﾂｴ ﾘｻ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2157 女子高校(1年) 15                2:30.74山本　優羽(ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾜ)

個人メドレー 400m１５～１６歳女子高校(1年) 15                4:48.89

34112：ＪＳＳ広島      (JSSﾋﾛｼﾏ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2160 男子中学(1年) 13                2:21.62立岩　健蒼(ﾀﾃｲﾜ ｹﾝｿﾞｳ)

バタフライ　 200m１３～１４歳2159 男子中学(2年) 13                2:09.03馬屋原将翔(ｳﾏﾔﾊﾗ ﾏｻﾄ)

34114：ＫＳＧ可部      (KSGｶﾍﾞ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2162 女子中学(1年) 12                  31.50佐々木絆奈(ｻｻｷ ﾊﾝﾅ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:06.34

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2161 男子中学(1年) 12                  30.82五明宏之郎(ｺﾞﾐｮｳ ｺｳｼﾛｳ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:21.56

34126：ＪＳＳ大州      (JSSｵｵｽﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ2163 女子高校(3年) 17                  26.33下田　彩葉(ｼﾓﾀﾞ ｲﾛﾊ)

34190：ビート広島      (ﾋﾞｰﾄﾋﾛｼﾏ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１０歳以下2164 男子小学(5年) 10                2:40.24福島　稜介(ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳｽｹ)

35：山  口

35208：周南ＳＣ        (ｼｭｳﾅﾝSC        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100mＣＳ2167 女子高校(2年) 17                  57.02煙草谷さくら(ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2166 男子中学(3年) 14                1:06.77末次　良丞(ｽｴﾂｸﾞ ﾘｮｳｽｹ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:18.93

バタフライ　 100m１５～１６歳2165 男子高校(2年) 16                  56.13高岡　晃大(ﾀｶｵｶ ｺｳﾀ)

35210：SSS宇部         (SSSｳﾍﾞ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下2169 男子小学(4年) 10                  31.89福田　晃清(ﾌｸﾀﾞ ｺｳｾｲ)

自由形　　　 200m１３～１４歳2168 男子中学(3年) 14                1:58.02河村　尚弥(ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾔ)

35234：防長ＳＣ        (ﾎﾞｳﾁｮｳSC       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2170 男子中学(1年) 12                  30.13伊藤　冬児(ｲﾄｳ ﾄｳｼﾞ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.81

35238：ＫＳＧ・徳山    (KSGﾄｸﾔﾏ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2171 男子中学(1年) 12                  33.38原田　　海(ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:10.20
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35239：SSS山口         (SSSﾔﾏｸﾞﾁ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１５～１６歳2173 女子高校(2年) 16                  26.42岡野　未美(ｵｶﾉ ﾐﾐ)

自由形　　　 100m１５～１６歳女子高校(2年) 16                  56.96

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2172 男子中学(3年) 14                1:01.33田村　進悟(ﾀﾑﾗ ｼﾝｺﾞ)

35241：SSS岩国         (SSSｲﾜｸﾆ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ2176 女子高校(3年) 17                  25.74坂口萌乃香(ｻｶｸﾞﾁ ﾎﾉｶ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 17                  56.48

自由形　　　 100m１３～１４歳2175 男子中学(3年) 14                  51.24林　　睦己(ﾊﾔｼ ﾑﾂｷ)

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  23.83

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2174 男子高校(3年) 17                2:01.01河合　健汰(ｶﾜｲ ｹﾝﾀ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17                  57.99

35261：ＮＡＰ          (NAP            )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳2178 女子小学(6年) 12                  27.87田中　絢子(ﾀﾅｶ ｱﾔｺ)

自由形　　　  50m１３～１４歳2177 男子中学(3年) 14                  24.74山下謙太郎(ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  53.83

36：香  川

36501：ジャパン高松    (ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳2182 女子中学(3年) 14                1:02.18淀谷　　希(ﾖﾄﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:15.03

自由形　　　 200m１３～１４歳2181 男子中学(1年) 13                1:58.30徳田　崇真(ﾄｸﾀﾞ ｿｳﾏ)

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2180 男子高校(1年) 15                  55.94村尾　柊人(ﾑﾗｵ ｼｭｳﾄ)

個人メドレー 400m１５～１６歳2179 男子高校(2年) 16                4:18.75山﨑　　慧(ﾔﾏｻｷ ｹｲ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:02.79

自由形　　　1500mＣＳ男子高校(2年) 16               15:23.54

36502：ジャパン丸亀    (ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2184 男子小学(5年) 10                  29.91川内　勇貴(ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  31.36

自由形　　　  50m１１～１２歳2183 男子中学(1年) 12                  25.98中村　光希(ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.51

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:05.33

36503：ジャパン観      (Jｶﾝｵﾝｼﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

2193 女子小学(5年) 10               藤田　満帆(ﾌｼﾞﾀ ﾏﾎ)

2192 女子小学(5年) 10               藤田　　雅(ﾌｼﾞﾀ ﾐﾔﾋﾞ)

自由形　　　  50m１０歳以下2191 女子小学(5年) 10                  29.55高津　華帆(ﾀｶﾂ ｶﾎ)

2190 女子小学(5年) 10               小川　莉來(ｵｶﾞﾜ ﾘｺ)

自由形　　　 200m１１～１２歳2189 女子中学(1年) 12                2:09.58藤田　　蒼(ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ)

2188 男子中学(2年) 13               金子　慎來(ｶﾈｺ ｼﾝﾗｲ)

2187 男子中学(2年) 14               久保翔太郎(ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ)

2186 男子中学(2年) 14               森　　慶大(ﾓﾘ ｹｲﾀ)
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2185 男子中学(3年) 14               下川　大輔(ｼﾓｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ)

36506：伊藤ＳＳ        (ｲﾄｳSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１１～１２歳2194 男子中学(1年) 12                1:02.19白井　　惺(ｼﾗｲ ｻﾄﾙ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:19.31

バタフライ　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  28.08

36508：坂出伊藤ＳＳ    (ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

2199 男子中学(1年) 12               金丸　　嵐(ｶﾅﾏﾙ ｱﾗｼ)

2198 男子中学(1年) 12               榊　　武留(ｻｶｷ ﾀｹﾙ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2197 男子中学(1年) 12                  32.61福江　結太(ﾌｸｴ ﾕｳﾀ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:10.17

自由形　　　  50m１１～１２歳2196 男子中学(1年) 12                  25.63平田　統也(ﾋﾗﾀ ﾄｳﾔ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:01.46

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  29.09

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2195 男子高校(3年) 17                1:03.52植田　蒼翔(ｳｴﾀ ｿﾗﾄ)

36509：サンダーＳＳ    (ｻﾝﾀﾞｰSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2202 女子中学(2年) 14                2:32.18大下ひなた(ｵｵｼﾀ ﾋﾅﾀ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                1:11.66

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2201 女子高校(3年) 17                1:09.92小松　千紗(ｺﾏﾂ ﾁｻ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:29.82

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2200 男子中学(1年) 12                1:10.85三橋　健琉(ﾐﾂﾊｼ ﾀｹﾙ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  32.66

36515：ジャパン三木    (ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2204 女子中学(1年) 12                  30.85西村　柚希(ﾆｼﾑﾗ ﾕｽﾞｷ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:06.25

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2203 男子中学(3年) 14                  58.78長谷　直樹(ﾊｾ ﾅｵｷ)

36810：ＷＡＭＳＳ      (WAMSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2205 女子中学(1年) 12                  35.26上原　愛未(ｳｴﾊﾗ ｱﾐ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:15.72

個人メドレー 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:24.45

37：徳  島

37500：ハッピーＳＳ    (ﾊｯﾋﾟｰSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳2206 女子小学(6年) 11                2:11.47中野　真凛(ﾅｶﾉ ﾏﾘﾝ)

個人メドレー 200m１１～１２歳女子小学(6年) 11                2:24.93

37502：ハッピー鴨島    (ﾊｯﾋﾟｰｶﾓｼ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳2207 女子中学(1年) 12                  59.03渕上　結夢(ﾌﾁｶﾞﾐ ﾕﾕ)

自由形　　　 200m１１～１２歳女子中学(1年) 12                2:06.50

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  28.02
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37503：ＯＫＳＳ        (OKSS           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2209 男子小学(5年) 10                  38.52神戸　大亜(ｶﾝﾍﾞ ﾀﾞｲｱ)

バタフライ　 100m１３～１４歳2208 男子中学(2年) 14                  57.61服部　由弦(ﾊｯﾄﾘ ﾕｽﾞﾙ)

37506：ＯＫ藍住        (OKｱｲｽﾞﾐ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ2211 男子高校(2年) 17                  23.90笠谷　勇仁(ｶｻﾀﾆ ﾕｳﾄ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2210 男子高校(3年) 17                  56.41髙木　理夢(ﾀｶｷﾞ ﾘﾑ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                2:03.92

38：愛  媛

38016：松山西中等      (ﾏﾂﾔﾏﾆｼ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2213 男子高校(3年) 17                  54.70窪田　雄斗(ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2212 男子高校(3年) 17                1:03.81坂口　颯馬(ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ男子高校(3年) 17                2:16.61

38034：新田高          (ﾆｯﾀ            )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2216 女子高校(1年) 16 五百木ＳＣ 1:03.97芝　　怜菜(ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 16 五百木ＳＣ 2:12.62

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2215 女子高校(3年) 18                1:01.17芝　　咲菜(ｼﾊﾞ ｻｷﾅ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18                2:15.94

自由形　　　1500mＣＳ2214 男子高校(3年) 17 五百木ＳＣ15:16.70髙岡　海斗(ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ)

38205：五百木ＳＣ      (ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2217 女子中学(2年) 14                2:19.87桑村　叶海(ｸﾜﾑﾗ ｶﾅﾐ)

38216：ファイブテン    (ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2219 女子小学(5年) 10                  31.50森　　　優(ﾓﾘ ﾕｳ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  29.98

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:32.58

個人メドレー 200m１３～１４歳2218 女子中学(2年) 14                2:16.14藤田　真央(ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ)

個人メドレー 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14                4:45.65

38228：石原ＳＣ        (ｲｼﾊﾗ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2220 男子小学(5年) 10                  28.97城戸　心呂(ｷﾄﾞ ｺｺﾛ)

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  32.55

38315：Ryuow           (ryuow          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳2222 女子中学(3年) 14                  26.83京森　和花(ｷｮｳﾓﾘ ﾜｶ)

自由形　　　  50mＣＳ2221 男子高校(3年) 17                  23.74篠﨑　　翔(ｼﾉｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ)

38318：ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前    (ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2224 男子中学(1年) 12                  29.05小松　久人(ｺﾏﾂ ﾋｻﾄ)
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自由形　　　 400m１３～１４歳2223 男子中学(2年) 13                4:02.95兵頭虎太朗(ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ)

38334：AQUA            (AQUA           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2226 女子中学(1年) 12                  29.49村田　　椛(ﾑﾗﾀ ﾓﾐｼﾞ)

自由形　　　  50mＣＳ2225 男子高校(3年) 18 松山北高   23.72合田　壱星(ｺﾞｳﾀﾞ ｲｯｾｲ)

39：高  知

39501：みかづきＳＳ    (ﾐｶﾂﾞｷSS        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2232 女子高校(2年) 16                2:29.58山本　礼羅(ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾗ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:19.32

2231 男子中学(1年) 13               三善　大煌(ﾐﾖｼ ﾀﾞｲｷ)

2230 男子中学(1年) 13               川田琉空斗(ｶﾜﾀ ﾘｸﾄ)

2229 男子中学(2年) 13               宮本　敦彦(ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾋｺ)

自由形　　　  50m１３～１４歳2228 男子中学(3年) 14                  25.26森澤　壮真(ﾓﾘｻﾜ ｿｳﾏ)

自由形　　　  50mＣＳ2227 男子高校(3年) 18                  23.86奥田　友樹(ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｷ)

39503：ZEYO-ST         (ZEYO-ST        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 200mＣＳ2236 女子高校(2年) 17                2:13.92岩瀬　夕楓(ｲﾜｾ ﾕｳｶ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2235 女子高校(3年) 18                1:10.48西ノ内春々(ﾆｼﾉｳﾁ ｼｭﾉ)

バタフライ　 100m１３～１４歳2234 男子中学(3年) 14                  57.58岩瀬　輝亮(ｲﾜｾ ｺｳｽｹ)

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:11.06

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2233 男子高校(1年) 16                1:02.60安原　優輝(ﾔｽﾊﾗ ﾕｳｷ)

40：福  岡

40008：九産大付九州    (ｷｭｳｼｭｳｺｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ2237 男子高校(3年) 18                  23.95岡部　眞宜(ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ)

40125：八幡工業        (ﾔﾊﾀｺｳｷﾞｮ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ2238 男子高校(3年) 18                  23.93福浦　匠翔(ﾌｸｳﾗ ﾀｸﾄ)

40205：大牟田          (ｵｵﾑﾀ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2239 男子高校(2年) 17 桜泳大牟田SS 2:05.65壹岐　　航(ｲｷ ﾜﾀﾙ)

40212：三潴高校        (ﾐｽﾞﾏ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 200mＣＳ2240 男子高校(3年) 17                2:00.83原　　太造(ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ)

40501：コナミ城南      (ｺﾅﾐｼﾞｮｳﾅ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100mＣＳ2244 女子高校(3年) 17 福大附属若葉   57.07谷口　涼菜(ﾀﾆｸﾞﾁ ｽｽﾞﾅ)

自由形　　　  50mＣＳ女子高校(3年) 17 福大附属若葉   26.19

バタフライ　  50m１０歳以下2243 男子小学(5年) 10                  32.05岩本　　悠(ｲﾜﾓﾄ ﾊﾙｶ)

自由形　　　  50m１０歳以下2242 男子小学(5年) 10                  30.30渋谷　　旭(ｼﾌﾞﾔ ｱｻﾋ)

バタフライ　  50m１１～１２歳2241 男子小学(5年) 11                  28.88山賀　一仁(ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾄ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(5年) 11                1:03.83

111 / 120 ページ 2022/08/05



登録団体別申込一覧 第45回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

40503：大野城ＳＣ      (ｵｵﾉｼﾞｮｳ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１５～１６歳2253 女子高校(2年) 16 福大附属若葉 1:00.35牟田　　楓(ﾑﾀ ｶｴﾃﾞ)

バタフライ　 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16 福大附属若葉 2:15.42

背泳ぎ　　　 100mＣＳ2252 女子高校(3年) 17 福大附属若葉 1:02.15三村はるな(ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 17 福大附属若葉 2:13.85

自由形　　　 100mＣＳ2251 女子高校(3年) 18 福大附属若葉   57.35森田　眞心(ﾓﾘﾀ ﾏｺ)

背泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18 福大附属若葉 2:13.55

背泳ぎ　　　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 福大附属若葉 1:02.14

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2250 女子高校(3年) 18                1:11.66熊川　菜穂(ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ)

平泳ぎ　　　 200mＣＳ女子高校(3年) 18                2:30.02

自由形　　　 200m１３～１４歳2249 男子中学(2年) 14                1:57.66中園　陸斗(ﾅｶｿﾞﾉ ﾘｸﾄ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  52.88

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(2年) 14                  24.34

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2248 男子中学(3年) 14                2:09.34森田　脩嗣(ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  58.90

バタフライ　 100m１３～１４歳2247 男子中学(3年) 14                  56.38牟田　　蒼(ﾑﾀ ｱｵｲ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                1:03.69

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:22.18

2246 男子中学(3年) 14               横山　　蒼(ﾖｺﾔﾏ ｱｵｲ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2245 男子高校(3年) 18 福大附属若葉 1:01.47坂本　伊吹(ｻｶﾓﾄ ｲﾌﾞｷ)

40504：ＫＳＧ大橋      (KSGｵｵﾊｼ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2254 女子中学(1年) 12                1:08.11三﨑　悠加(ﾐｻｷ ﾕｳｶ)

40506：ＫＳＧ九産大    (KSGｷｭｳｻﾝ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳2255 女子中学(1年) 12                1:00.93佐々木　更(ｻｻｷ ｻﾗ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  31.28

自由形　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  28.22

40509：サワラＳＳ      (ｻﾜﾗSS          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2258 女子中学(1年) 12                1:15.66宮﨑　琉夏(ﾐﾔｻﾞｷ ﾙｶ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  34.48

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2257 男子小学(4年) 9                  34.55志岐　昴瑠(ｼｷ ｽﾊﾞﾙ)

バタフライ　  50m１１～１２歳2256 男子小学(6年) 12                  28.90前田　颯太(ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:03.71

40517：はるおか赤間    (ﾊﾙｵｶｱｶﾏ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下2262 女子小学(5年) 10                  32.55古山　紅葉(ｺﾔﾏ ｸﾚﾊ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2261 男子中学(1年) 12                1:04.71髙味謙志郎(ﾀｶﾐ ｹﾝｼﾛｳ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:03.26

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:20.85

バタフライ　 100m１３～１４歳2260 男子中学(2年) 13                  57.95歌野原佑樹(ｳﾀﾉﾊﾗ ﾕｳｷ)

自由形　　　 200m１３～１４歳2259 男子中学(3年) 14                1:58.23飯盛　悠汰(ｲｲﾓﾘ ﾕｳﾀ)

自由形　　　 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                4:07.75
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40518：はるおか原      (ﾊﾙｵｶﾊﾗ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ2263 男子高校(3年) 18 福大附属若葉   54.35萬燈　祐仁(ﾏﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ)

40519：はるおか和白    (ﾊﾙｵｶﾜｼﾞﾛ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2267 女子小学(4年) 10                  38.65田中　凜桜(ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2266 女子小学(6年) 11                  35.13三好　　心(ﾐﾖｼ ｺｺﾛ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子小学(6年) 11                1:16.02

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2265 男子小学(6年) 12                1:11.13栗須　玲央(ｸﾘｽ ﾚｵ)

バタフライ　 200m１３～１４歳2264 男子中学(3年) 14                2:06.51三好　　優(ﾐﾖｼ ﾕｳ)

バタフライ　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  57.07

40520：福岡ＳＣ        (ﾌｸｵｶSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2270 女子小学(5年) 10                  30.40藤井雅亜子(ﾌｼﾞｲ ﾐｱｺ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2269 女子中学(3年) 14                2:14.24濱田　咲希(ﾊﾏﾀﾞ ｻｷ)

個人メドレー 400m１５～１６歳2268 女子高校(2年) 16                4:48.16宮嶋ほまれ(ﾐﾔｼﾞﾏ ﾎﾏﾚ)

個人メドレー 200m１５～１６歳女子高校(2年) 16                2:16.58

40526：イトマン古賀    (ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳2272 女子中学(1年) 12                1:00.43西江　彩音(ﾆｼｴ ｱﾔﾈ)

バタフライ　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  29.39

個人メドレー 400m１５～１６歳2271 男子高校(2年) 16                4:20.80前田　悠翔(ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:03.15

40527：イトマン志免    (ｲﾄﾏﾝｼﾒ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１１～１２歳2273 男子中学(1年) 12                  57.03長屋　帆歩(ﾅｶﾞﾔ ﾊﾝﾄ)

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:05.72

40528：ｲﾄﾏﾝ太宰府      (ｲﾄﾏﾝﾀﾞｻﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2276 男子中学(1年) 12                  32.80平島樟一朗(ﾋﾗｼﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:12.63

自由形　　　  50m１３～１４歳2275 男子中学(3年) 14                  25.19椎葉　夢月(ｼｲﾊﾞ ﾑﾂｷ)

自由形　　　 400m１３～１４歳2274 男子中学(3年) 14                4:08.74吉野　修平(ﾖｼﾉ ｼｭｳﾍｲ)

40529：イトマン長住    (ｲﾄﾏﾝﾅｶﾞｽ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100mＣＳ2277 女子高校(2年) 17                  56.61髙田　深晴(ﾀｶﾀﾞ ﾐﾊﾙ)

自由形　　　 200mＣＳ女子高校(2年) 17                2:02.12

40533：ベスト若宮      (ﾍﾞｽﾄﾜｶﾐﾔ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2278 女子高校(2年) 16 福大附属若葉 1:11.88青木　麗奈(ｱｵｷ ﾚﾅ)

40534：ＪＳＳ姪浜      (JSSﾒｲﾉﾊﾏ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2281 男子小学(5年) 10                  38.00芦原　聖人(ｱｼﾊﾗ ﾏｻﾄ)
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バタフライ　 100m１３～１４歳2280 男子中学(3年) 14                  57.03尾花　昴星(ｵﾊﾞﾅ ｽﾊﾞﾙ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  54.31

自由形　　　  50m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  25.18

平泳ぎ　　　 200mＣＳ2279 男子高校(3年) 18                2:17.21江藤　　忍(ｴﾄｳ ｼﾞﾝ)

40541：ＫＳＧ志免      (KSGｼﾒ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１３～１４歳2282 女子中学(3年) 14                2:18.95宮﨑　　愛(ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲ)

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                1:10.77

40550：ＪＳＳ伊都      (JSSｲﾄ          )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2283 女子小学(5年) 10                  29.86双須すみれ(ｿｳｽﾞ ｽﾐﾚ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.85

40604：コナミ徳力      (ｺﾅﾐﾄｸﾘｷ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ2284 女子高校(2年) 17                  26.75池崎　心春(ｲｹｻﾞｷ ｺﾊﾙ)

自由形　　　 100mＣＳ女子高校(2年) 17                  57.79

40606：ＫＳＧときわ    (KSGﾄｷﾜSS       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100mＣＳ2286 男子高校(3年) 18                  51.84渡辺　健士(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 18                  57.53

自由形　　　  50mＣＳ2285 男子高校(3年) 18                  23.81冨野　陽輝(ﾄﾐﾉ ﾊﾙｷ)

40609：はるおか小倉    (ﾊﾙｵｶｺｸﾗ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１１～１２歳2287 男子中学(1年) 12                2:04.78小田孝太朗(ｵﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ)

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:04.52

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:16.99

40612：はるおか南      (ﾊﾙｵｶﾐﾅﾐ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2289 女子小学(5年) 10                  34.16行徳　祐那(ｷﾞｮｳﾄｸ ﾕｳﾅ)

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:40.17

自由形　　　  50m１０歳以下2288 女子小学(5年) 10                  29.63砥上　愛菜(ﾄｶﾞﾐ ｴﾅ)

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  38.78

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:34.96

40618：ﾋﾞｰﾄ北九州      (ﾋﾞｰﾄｷﾀｷｭ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2290 女子中学(1年) 12                  29.84武田　璃花(ﾀｹﾀﾞ ﾘﾉｶ)

バタフライ　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:05.51

40631：西日本ダック    (ﾆｼﾆﾎﾝDa9       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2291 女子小学(5年) 10                  35.92福田　倫子(ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝｺ)

40702：甘木ＳＣ        (ｱﾏｷﾞSC         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2293 女子中学(1年) 12                  28.96宇野凛々杏(ｳﾉ ﾘﾘｱ)
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背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2293 女子中学(1年) 12                1:02.12宇野凛々杏(ｳﾉ ﾘﾘｱ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2292 女子中学(2年) 13                1:03.12宇野　杏里(ｳﾉ ｱﾝﾘ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 13                2:16.86

40705：桜泳大川ＳＳ    (ｵｳｴｲｵｵｶﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2294 男子小学(5年) 10                  29.48大塚　柊仁(ｵｵﾂｶ ｼｭｳﾄ)

バタフライ　  50m１０歳以下男子小学(5年) 10                  32.42

40706：桜泳大牟田SS    (ｵｳｴｲｵｵﾑﾀ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１３～１４歳2296 女子中学(3年) 14                2:04.17壹岐ひなた(ｲｷ ﾋﾅﾀ)

自由形　　　  50m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  27.04

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  57.97

自由形　　　  50m１３～１４歳2295 男子中学(2年) 14                  25.14白木正一郎(ｼﾗｷ ｾｲｲﾁﾛｳ)

40708：桜泳小郡三国    (OGORIﾐｸﾆ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2297 女子小学(5年) 10                  30.00神之田悠杏(ｶﾐﾉﾀﾞ ﾕｱﾝ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  31.51

個人メドレー 200m１０歳以下女子小学(5年) 10                2:31.36

40713：筑後SS          (ﾁｸｺﾞSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2298 女子小学(5年) 10                  29.71多田納侑桂(ﾀﾀﾉ ﾕｳｶ)

バタフライ　  50m１０歳以下女子小学(5年) 10                  32.64

40715：イトマン小郡    (ｲﾄﾏﾝｵｺﾞｵ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１１～１２歳2299 女子小学(6年) 12                  27.85梶原　颯希(ｶｼﾞﾊﾗ ｻﾂｷ)

40716：ｲﾄﾏﾝ久留米      (ｲﾄﾏﾝｸﾙﾒ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2300 女子中学(2年) 13                1:13.57西野　紗永(ﾆｼﾉ ｻｴ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 13                2:37.04

40717：イトマン八女    (ｲﾄﾏﾝﾔﾒ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳2301 女子中学(2年) 14                1:02.14池田　莉央(ｲｹﾀﾞ ﾘｵ)

バタフライ　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 14                2:18.18

自由形　　　 400m１３～１４歳女子中学(2年) 14                4:19.68

40718：ＫＳＧ柳川      (KSGﾔﾅｶﾞﾜ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１１～１２歳2307 女子中学(1年) 12                2:24.89田中　珀娃(ﾀﾅｶ ﾊｸｱ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳女子中学(1年) 12                1:12.84

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳女子中学(1年) 12                  35.17

2306 男子中学(1年) 13               松見　琉人(ﾏﾂﾐ ﾘｭｳﾄ)

2305 男子中学(2年) 13               松藤　祐聖(ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳｾｲ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2304 男子中学(2年) 13                2:11.74西田　瑞稀(ﾆｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳男子中学(2年) 13                1:00.05

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳2303 男子中学(3年) 14                2:19.65山田　聡真(ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ)
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平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2302 男子高校(2年) 16                2:19.10金子　朔士(ｶﾈｺ ｻｸﾄ)

40804：直方ＳＳ野上    (NSSﾉｶﾞﾐ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2309 男子中学(1年) 12                1:11.87田代　悠太(ﾀｼﾛ ﾕｳﾀ)

個人メドレー 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:19.16

自由形　　　  50m１１～１２歳2308 男子中学(1年) 12                  26.00和氣　敬斗(ﾜｹ ｹｲﾄ)

自由形　　　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  57.33

自由形　　　 200m１１～１２歳男子中学(1年) 12                2:06.47

41：佐  賀

41003：佐賀商業        (ｻｶﾞｼｮｳｺｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳2315 男子高校(1年) 16                1:54.18渋谷琥玲亜(ｼﾌﾞﾔ ｸﾚｱ)

自由形　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16                  51.89

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(1年) 16                  23.80

2314 男子高校(2年) 16               野田　絢汰(ﾉﾀﾞ ｱﾔﾀ)

2313 男子高校(2年) 17               嘉村　起努(ｶﾑﾗ ｷﾉﾄ)

2312 男子高校(3年) 18               末永　拓巳(ｽｴﾅｶﾞ ﾀｸﾐ)

平泳ぎ　　　 100mＣＳ2311 男子高校(3年) 18                1:01.51森田　敏正(ﾓﾘﾀ ﾄｼﾏｻ)

2310 男子高校(3年) 18               久我　翔星(ｸｶﾞ ｼｮｳｾｲ)

41004：佐賀学園高校    (ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 200m１５～１６歳2316 男子高校(2年) 16                1:51.68田中虎太朗(ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ)

41063：ビート唐津      (ﾋﾞｰﾄｶﾗﾂ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１３～１４歳2317 男子中学(3年) 14                  57.97波多　陸翔(ﾊﾀ ﾘｸﾄ)

41114：アクセス佐賀    (ｱｸｾｽｻｶﾞ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１１～１２歳2321 女子中学(1年) 12                2:24.63草場みさき(ｸｻﾊﾞ ﾐｻｷ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2320 男子中学(1年) 12                1:10.76内野正太郎(ｳﾁﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ)

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2319 男子中学(1年) 12                1:10.96小林　隼也(ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ)

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  32.84

個人メドレー 400m１５～１６歳2318 男子高校(1年) 15 龍谷高校 4:27.73市丸　愛翔(ｲﾁﾏﾙ ﾏﾅﾄ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 15 龍谷高校   54.77

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(1年) 15 龍谷高校 2:06.17

41117：Ｂ＆Ｇみやき    (B&Gﾐﾔｷ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１０歳以下2323 女子小学(5年) 10                  30.42堀下しおん(ﾎﾘｼﾀ ｼｵﾝ)

バタフライ　  50m１１～１２歳2322 男子中学(1年) 12                  28.14久家虎太郎(ｸｶﾞ ｺﾀﾛｳ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子中学(1年) 12                1:03.02

41120：ようどう館大    (ﾖｳﾄﾞｳｶﾝﾔ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2324 男子中学(1年) 13                1:06.03野中　龍生(ﾉﾅｶ ﾀﾂｷ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(1年) 13                2:23.28
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41121：ビート伊万里    (ﾋﾞｰﾄｲﾏﾘ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ2325 男子高校(2年) 17                  23.79寺川琉之介(ﾃﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ)

背泳ぎ　　　 100mＣＳ男子高校(2年) 17                  56.53

43：熊  本

43100：九州学院高校    (ｷｭｳｶﾞｸｺｳ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 800mＣＳ2329 女子高校(3年) 18 ベスト熊本 8:53.56瀬津菜々美(ｾﾂ ﾅﾅﾐ)

自由形　　　 400mＣＳ女子高校(3年) 18 ベスト熊本 4:19.05

バタフライ　 200m１５～１６歳2328 男子高校(2年) 16                2:03.28大久保和温(ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾅﾀ)

バタフライ　 100m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  55.41

バタフライ　 200mＣＳ2327 男子高校(2年) 17 ベスト熊本 2:00.44仲光　陸遥(ﾅｶﾐﾂ ﾘｮｳ)

個人メドレー 200mＣＳ男子高校(2年) 17 ベスト熊本 2:05.99

個人メドレー 400mＣＳ男子高校(2年) 17 ベスト熊本 4:23.19

自由形　　　 200mＣＳ2326 男子高校(3年) 17                1:52.22森本　勇気(ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ)

自由形　　　 100mＣＳ男子高校(3年) 17                  50.93

自由形　　　  50mＣＳ男子高校(3年) 17                  23.84

43500：流泳館西部      (ﾘｭｳｴｲｶﾝ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2330 男子小学(6年) 12                1:12.45小松凜太朗(ｺﾏﾂ ﾘﾝﾀﾛｳ)

43508：ベスト熊本      (ﾍﾞｽﾄｸﾏﾓﾄ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 400m１３～１４歳2331 男子中学(3年) 14                4:06.81安井　悠斗(ﾔｽｲ ﾕｳﾄ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                4:38.15

43514：マリーン鹿本    (ﾏﾘｰﾝｶﾓﾄ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１１～１２歳2335 男子中学(1年) 12                1:06.17阪本賢志郎(ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ)

背泳ぎ　　　  50m１１～１２歳男子中学(1年) 12                  30.69

個人メドレー 200m１３～１４歳2334 男子中学(3年) 14                2:08.60末松　拓磨(ｽｴﾏﾂ ﾀｸﾏ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(3年) 14                4:39.46

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2333 男子高校(1年) 15                  55.82真崎　健伸(ﾏｻｷ ｹﾝｼﾝ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(1年) 15                2:07.32

自由形　　　 100m１５～１６歳2332 男子高校(2年) 16                  51.39福原　悠大(ﾌｸﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ)

個人メドレー 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16                2:04.04

43518：アレスト八代    (ｱﾚｽﾄﾔﾂｼﾛ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100m１５～１６歳2337 女子中学(3年) 15                1:00.63大嶋心々寧(ｵｵｼﾏ ｺｺﾈ)

バタフライ　 100mＣＳ2336 女子高校(3年) 17                1:00.89長森　流楓(ﾅｶﾞﾓﾘ ﾙｶ)

バタフライ　 200mＣＳ女子高校(3年) 17                2:11.07

43544：桜泳ミキ21      (ｵｳｴｲﾐｷ21       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2338 男子中学(3年) 14                1:04.11加甲　泰聖(ｶｺｳ ﾀｲｾｲ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:21.49

個人メドレー 200m１３～１４歳男子中学(3年) 14                2:07.91
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43553：ビート熊本      (ﾋﾞｰﾄｸﾏﾓﾄ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１１～１２歳2339 女子中学(1年) 12                  35.49木本　瑠衣(ｷﾓﾄ ﾙｲ)

43706：E-LAND          (E-LAND         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2340 女子小学(6年) 12                  29.78内田　　葵(ｳﾁﾀﾞ ｱｵｲ)

43825：マリーン大津    (ﾏﾘｰﾝｵｵﾂﾞ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2341 女子中学(2年) 13                1:13.50大田　朱莉(ｵｵﾀ ｱｶﾘ)

平泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(2年) 13                2:36.90

44：大  分

44009：佐伯鶴城        (ｶｸｼﾞｮｳST       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ2342 男子高校(3年) 18                  52.25入江　崇也(ｲﾘｴ ﾀｶﾔ)

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 18                1:53.34

44078：大西ＳＳ        (ｵｵﾆｼｴｽｴｽ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　 100m１５～１６歳2343 男子高校(1年) 16                  50.76占部　寛樹(ｳﾗﾍﾞ ﾋﾛｷ)

44114：大分雄城台高    (ｵｵｲﾀｵｷﾞﾉ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

2348 男子高校(1年) 16               渡邉　玄大(ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾀ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2347 男子高校(2年) 16                2:18.85相馬　陽翔(ｿｳﾏ ﾊﾙﾄ)

自由形　　　 100mＣＳ2346 男子高校(2年) 17                  51.81島末　匠真(ｼﾏｽｴ ｼｮｳﾏ)

2345 男子高校(3年) 18               安倍　一稀(ｱﾍﾞ ｲﾂｷ)

2344 男子高校(3年) 18               福田　夢叶(ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ)

44163：ﾙﾈｻﾝｽｵｵｲﾀ       (ﾙ･ｵｵｲﾀ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳2350 男子中学(3年) 14 判田中学   25.23山下　紘輝(ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2349 男子高校(2年) 16 別府翔青高 1:02.54高橋　　功(ﾀｶﾊｼ ｺｳ)

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳男子高校(2年) 16 別府翔青高 2:08.97

44167：ＸＹＺ別府      (ｻｲｽﾞﾍﾞｯﾌ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2352 男子小学(6年) 12                  28.82中西　泰雅(ﾅｶﾆｼ ﾀｲｶﾞ)

バタフライ　 100m１１～１２歳男子小学(6年) 12                1:04.26

自由形　　　 100m１５～１６歳2351 男子高校(2年) 16                  50.86宮田幸生羅(ﾐﾔﾀ ｻｲﾗ)

自由形　　　  50m１５～１６歳男子高校(2年) 16                  24.37

44185：TST             (TST            )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下2353 女子小学(5年) 10                  31.00柴田　　唯(ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ)

44289：ＮＡＳ大分      (NASｵｵｲﾀ        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2354 女子中学(1年) 12                  29.56中村あすか(ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ)
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バタフライ　 100m１１～１２歳2354 女子中学(1年) 12                1:05.36中村あすか(ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ)

45：宮  崎

45058：西日本宮崎      (ﾆｼﾆﾎﾝﾐﾔｻ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

個人メドレー 200m１３～１４歳2355 男子中学(2年) 13                2:11.57沼田　頼人(ﾇﾏﾀ ﾗｲﾄ)

個人メドレー 400m１３～１４歳男子中学(2年) 13                4:38.12

45170：GOLD’SGYM(GOLDSGYM)
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

2377 女子中学(2年) 13井下　和景(ｲﾉｼﾀ ﾉﾄﾞｶ)

2376 女子中学(3年) 14槙野　咲喜(ﾏｷﾉ ｻｷ)

背泳ぎ　　　 100m１３～１４歳2358 女子中学(3年) 14                1:01.97金納　乙生(ｶﾝﾉ ｵﾄﾊ)

背泳ぎ　　　 200m１３～１４歳女子中学(3年) 14                2:12.11

自由形　　　  50m１３～１４歳2357 女子中学(3年) 14                  26.04秋高　実昇(ｱｷﾀｶ ﾐﾉﾘ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(3年) 14                  57.25

バタフライ　 200mＣＳ2356 女子高校(3年) 18 宮崎日大高校 2:13.29高橋ハナコ(ﾀｶﾊｼ ﾊﾅｺ)

バタフライ　 100mＣＳ女子高校(3年) 18 宮崎日大高校 1:01.28

45198：ビート日向      (ﾋﾞｰﾄﾋｭｳｶ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳2359 男子中学(3年) 14                  24.80川添恵太郎(ｶﾜｿｴ ｹｲﾀﾛｳ)

46：鹿児島

46010：甲南            (ｺｳﾅﾝ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ2360 男子高校(3年) 17                  55.17永山　博仁(ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊｸﾄ)

46047：大島            (ｵｵｼﾏ           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50mＣＳ2361 男子高校(3年) 18                  23.92和田　慎平(ﾜﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ)

46515：原田学園ＳＳ    (ﾊﾗﾀﾞSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　  50m１０歳以下2363 女子小学(5年) 10                  38.64小畑　咲槻(ｵﾊﾞﾀ ｻﾂｷ)

自由形　　　 200m１５～１６歳2362 男子高校(2年) 16 鹿児島高 1:52.45宮﨑　珀弥(ﾐﾔｻﾞｷ ﾊｸﾔ)

46530：ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ       (Adapted        )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　 100m１５～１６歳2364 女子高校(1年) 15                1:01.83小西　　新(ｺﾆｼ ｱﾗﾀ)

背泳ぎ　　　 200m１５～１６歳女子高校(1年) 15                2:13.06

46552：Nb              (aaNb           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ2365 男子高校(3年) 17 鹿児島情報高   53.62新開　誠也(ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ)

バタフライ　 200mＣＳ男子高校(3年) 17 鹿児島情報高 1:58.88

47：沖  縄

47009：那覇高校        (NAHA           )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　 100mＣＳ2366 男子高校(3年) 18                  55.33大城　渉星(ｵｵｼﾛ ｼｮｳｾｲ)
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自由形　　　  50mＣＳ2366 男子高校(3年) 18                  23.64大城　渉星(ｵｵｼﾛ ｼｮｳｾｲ)

47501：沖縄ＳＳ浦添    (ｵｷﾅﾜSSｳﾗ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１０歳以下2367 男子小学(4年) 10                  31.61比嘉　琉人(ﾋｶﾞ ﾘｭｳﾄ)

47502：沖縄SS豊見城    (ｵｷSSﾄﾐｼﾛ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳2368 女子中学(2年) 14                  26.24平良吏美華(ﾀｲﾗ ﾘﾐｶ)

自由形　　　 100m１３～１４歳女子中学(2年) 14                  57.56

47508：沖縄ＳＳ前田    (ｵｷﾅﾜSSﾏｴ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

背泳ぎ　　　  50m１０歳以下2370 女子小学(5年) 10                  34.61照喜名友菜(ﾃﾙｷﾅ ﾕｳﾅ)

バタフライ　 100m１５～１６歳2369 女子高校(1年) 16                1:01.50當間　彩美(ﾄｳﾏ ｱﾐ)

47510：沖縄ＳＳ三原    (ｵｷﾅﾜSSﾐﾊ       )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

自由形　　　  50m１３～１４歳2371 男子中学(3年) 14                  24.45小林　拓海(ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ)

自由形　　　 100m１３～１４歳男子中学(3年) 14                  53.37

47512：Nb沖縄          (Nbｵｷﾅﾜ         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

平泳ぎ　　　 200m１５～１６歳2373 男子高校(1年) 16                2:17.93比嘉功太郎(ﾋｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ)

平泳ぎ　　　 100m１５～１６歳男子高校(1年) 16                1:02.07

自由形　　　 200mＣＳ2372 男子高校(3年) 17                1:50.02佐和田歩夢(ｻﾜﾀﾞ ｱﾕﾐ)

47518：北谷ＳＳ        (ﾁｬﾀﾝSS         )
選手番号 性別氏名 ( カナ ) ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ学年 年齢 クラス区分 距離 種目 併記所属

バタフライ　  50m１１～１２歳2374 男子小学(6年) 12                  28.20安慶名梨音(ｱｹﾞﾅ ﾘｵﾝ)
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