
ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３登録団体別申込種目一覧表

01132
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ新札幌    
性別: 申込種目:

黒田　一瑳            ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｻ             中学（3）1 男子 自由形   50m    23.48

中学（3）2 男子 自由形  100m    50.73

中学（3）3 男子 自由形  200m  1:51.41

01442
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ        
性別: 申込種目:

甲斐　耕輔            ｶｲ ｺｳｽｹ               1 男子 自由形   50m    22.28

2 男子 自由形  100m    48.68

03032
氏名: カナ: 学校:No.:

盛岡南高校      
性別: 申込種目:

鎌田　颯天            ｶﾏﾀﾞ ｿｳｱ              高校（1）1 男子 背泳ぎ   50m    27.55

03500
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ盛岡      
性別: 申込種目:

一戸　元喜            ｲﾁﾉﾍ ﾓﾄｷ              1 男子 バタフライ   50m    24.27

吉田修一朗            ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ          高校（3）2 男子 背泳ぎ  100m    53.93

高校（3）3 男子 背泳ぎ  200m  1:58.12

瀧口　一護            ﾀｷｸﾞﾁ ｲﾁｺﾞ            中学（3）4 男子 自由形   50m    24.99

兼澤　　穂            ｶﾈｻﾜ ｽｲ               小学（5）5 男子 自由形   50m    27.93

小学（5）6 男子 自由形  100m  1:01.83

小学（5）7 男子 バタフライ   50m    29.61

03501
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ青山      
性別: 申込種目:

岡崎　　耀            ｵｶｻﾞｷ ﾃﾙ              小学（6）1 男子 バタフライ   50m    28.97

03504
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ北上      
性別: 申込種目:

波多野優大            ﾊﾀﾉ ﾕｳﾀﾞｲ             中学（3）1 男子 自由形  100m    52.55

中学（3）2 男子 背泳ぎ  200m  2:04.95

和賀　　結            ﾜｶﾞ ﾕｲ                高校（1）3 女子 自由形  100m    56.83

高校（1）4 女子 自由形  200m  2:01.32

03505
氏名: カナ: 学校:No.:

水沢ＳＣ        
性別: 申込種目:

今野　文翔            ｺﾝﾉ ﾌﾐﾄ               大学（2）1 男子 バタフライ   50m    24.50

03509
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＡ一関        
性別: 申込種目:

瀧澤　裕成            ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ            中学（2）1 男子 自由形  400m  4:03.97

中学（2）2 男子 背泳ぎ  100m    58.77

中学（2）3 男子 個人メドレー  400m  4:28.26

藤森　莉仁            ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘﾋﾄ             小学（6）4 男子 平泳ぎ   50m    33.46

小学（6）5 男子 平泳ぎ  100m  1:11.15

菊池　桃和            ｷｸﾁ ﾓﾓｶ               中学（2）6 女子 自由形  400m  4:22.90

中学（2）7 女子 個人メドレー  400m  4:51.72

遠藤　清子            ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾔｺ             小学（6）8 女子 自由形  200m  2:09.92
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03538
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡ﾏｰﾘﾝｽﾞSC    
性別: 申込種目:

酒井健太郎            ｻｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ             高校（2）1 男子 バタフライ  100m    55.08

千葉　彩佳            ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ               高校（3）2 女子 平泳ぎ   50m    32.03

高校（3）3 女子 平泳ぎ  100m  1:11.23

三浦　愛莉            ﾐｳﾗ ｱｲﾘ               中学（3）4 女子 平泳ぎ   50m    32.03

中学（3）5 女子 平泳ぎ  100m  1:11.06

中学（3）6 女子 平泳ぎ  200m  2:32.90

04303
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ長町南     
性別: 申込種目:

高橋康太朗            ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ            高校（3）1 男子 自由形   50m    23.83

高校（3）2 男子 バタフライ   50m    25.65

伊藤　朝陽            ｲﾄｳ ｱｻﾋ               中学（2）3 男子 自由形  100m    53.37

中学（2）4 男子 バタフライ   50m    26.19

中学（2）5 男子 バタフライ  100m    57.70

森崎安加里            ﾓﾘｻｷ ｱｶﾘ              高校（1）6 女子 背泳ぎ   50m    28.94

高校（1）7 女子 背泳ぎ  200m  2:13.59

04307
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ泉中央     
性別: 申込種目:

坂本　　凛            ｻｶﾓﾄ ﾘﾝ               小学（6）1 女子 平泳ぎ   50m    34.59

小学（6）2 女子 平泳ぎ  100m  1:14.43

04334
氏名: カナ: 学校:No.:

ピュア古川      
性別: 申込種目:

佐藤　涼帆            ｻﾄｳ ｽｽﾞﾎ              中学（2）1 女子 自由形   50m    26.79

07802
氏名: カナ: 学校:No.:

郡山インター    
性別: 申込種目:

竹田　孝河            ﾀｹﾀﾞ ｺｳｶﾞ             中学（3）1 男子 バタフライ   50m    25.07

松浦　璃久            ﾏﾂｳﾗ ﾘｸ               中学（2）2 男子 バタフライ  200m  2:06.32

07805
氏名: カナ: 学校:No.:

会津インター    
性別: 申込種目:

武田　璃子            ﾀｹﾀﾞ ﾘｺ               中学（3）1 女子 平泳ぎ   50m    33.46

中学（3）2 女子 平泳ぎ  100m  1:09.99

07836
氏名: カナ: 学校:No.:

ジーラックSC    
性別: 申込種目:

田中　優祐            ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ              高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m    29.60
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08106
氏名: カナ: 学校:No.:

あかやまＳＳ    
性別: 申込種目:

小松﨑夏帆            ｺﾏﾂｻﾞｷ ｶﾎ             小学（6）1 女子

中田　有友            ﾅｶﾀ ｱﾘﾄﾓ              高校（3）2 男子 自由形   50m    23.92

高校（3）3 男子 バタフライ   50m    25.38

遠藤　広基            ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ             小学（6）4 男子 平泳ぎ   50m    32.37

小学（6）5 男子 平泳ぎ  100m  1:10.86

岡西　　藤            ｵｶﾆｼ ﾌｼﾞ              小学（6）6 男子 平泳ぎ  100m  1:10.84

中澤　心暖            ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ             中学（3）7 女子 平泳ぎ  100m  1:10.99

中学（3）8 女子 平泳ぎ  200m  2:25.04

中学（3）9 女子 個人メドレー  200m  2:19.14

中澤　桃菜            ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ             中学（2）10 女子 自由形  200m  2:04.28

齋藤　海遥            ｻｲﾄｳ ﾐﾊﾙ              中学（1）11 女子 バタフライ  100m  1:03.32

内田　小春            ｳﾁﾀﾞ ｺﾊﾙ              中学（1）12 女子 平泳ぎ   50m    34.58

中学（1）13 女子 平泳ぎ  100m  1:14.17

小椋　凪紗            ｵｸﾞﾗ ﾅｷﾞｻ             小学（6）14 女子 バタフライ   50m    28.84

小学（6）15 女子 バタフライ  100m  1:04.73

石川　日葵            ｲｼｶﾜ ﾋﾏﾘ              小学（6）16 女子 自由形   50m    27.70

中島　ゆい            ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ              小学（6）17 女子 背泳ぎ  100m  1:05.53

鈴木　唯華            ｽｽﾞｷ ｲﾁｶ              小学（4）18 女子 平泳ぎ   50m    35.71

小椋陽香梨            ｵｸﾞﾗ ﾋｶﾘ              小学（4）19 女子 背泳ぎ   50m    32.17

08107
氏名: カナ: 学校:No.:

TAP筑波         
性別: 申込種目:

望月　優菜            ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾅ             小学（4）1 女子 背泳ぎ   50m    33.26

08110
氏名: カナ: 学校:No.:

TAP龍ヶ崎       
性別: 申込種目:

鵜飼　真央            ｳｶﾞｲ ﾏｵ               高校（3）1 女子 自由形   50m    26.07

高校（3）2 女子 自由形  100m    56.35

神矢　和夏            ｶﾐﾔ ﾉﾄﾞｶ              高校（2）3 女子 背泳ぎ  100m  1:02.29

高校（2）4 女子 背泳ぎ  200m  2:13.11

堀本陽茉梨            ﾎﾘﾓﾄ ﾋﾏﾘ              中学（2）5 女子 背泳ぎ  100m  1:03.54

08111
氏名: カナ: 学校:No.:

ささはら塾      
性別: 申込種目:

宮岡　萌衣            ﾐﾔｵｶ ﾒｲ               高校（3）1 女子 バタフライ  100m  1:00.38

高校（3）2 女子 バタフライ  200m  2:11.08

村山　　萌            ﾑﾗﾔﾏ ｷｻﾞｼ             中学（3）3 女子 平泳ぎ  100m  1:11.17

中学（3）4 女子 個人メドレー  200m  2:16.24

中学（3）5 女子 個人メドレー  400m  4:47.98

吉村　花歩            ﾖｼﾑﾗ ｶﾎ               中学（2）6 女子 バタフライ  100m  1:02.85

中学（2）7 女子 バタフライ  200m  2:14.09

中学（2）8 女子 個人メドレー  200m  2:18.81

鈴木　彩芽            ｽｽﾞｷ ｱﾔﾒ              小学（6）9 女子 自由形  100m    59.49

小学（6）10 女子 自由形  200m  2:06.92
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08126
氏名: カナ: 学校:No.:

Ａ・セレーナ    
性別: 申込種目:

伏木　晃司            ﾌｼｷ ｺｳｼ               高校（1）1 男子 自由形  200m  1:51.88

高校（1）2 男子 自由形  400m  3:55.37

上野　啓祐            ｳｴﾉ ｹｲｽｹ              中学（2）3 男子 平泳ぎ   50m    29.89

中学（2）4 男子 平泳ぎ  100m  1:03.87

中学（2）5 男子 平泳ぎ  200m  2:19.67

大塚　逸生            ｵｵﾂｶ ｲﾂｷ              中学（2）6 男子 自由形   50m    24.92

中学（2）7 男子 自由形  100m    53.05

茂木　駿佑            ﾓﾃｷ ｼｭﾝｽｹ             中学（1）8 男子 背泳ぎ   50m    27.82

08127
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン守谷    
性別: 申込種目:

金井　洋輝            ｶﾅｲ ﾋﾛｷ               高校（3）1 男子 平泳ぎ   50m    28.26

飯田　琉斗            ｲｲﾀ ﾘｭｳﾄ              中学（1）2 男子 背泳ぎ  100m    58.44

中学（1）3 男子 背泳ぎ  200m  2:07.27

熊谷　　碧            ｸﾏﾀﾆ ｱｵｲ              中学（1）4 男子 背泳ぎ  100m  1:04.14

阿部日奈多            ｱﾍﾞ ﾋﾅﾀ               高校（2）5 女子 自由形  200m  2:02.05

多田　芽生            ﾀﾀﾞ ﾒｲ                小学（4）6 女子 背泳ぎ   50m    33.50

新改　瑠菜            ｼﾝｶｲ ﾙﾅ               小学（3）7 女子 平泳ぎ   50m    37.31

08135
氏名: カナ: 学校:No.:

守谷インター    
性別: 申込種目:

川向　昊成            ｶﾜﾑｶｲ ｺｳｾｲ            高校（1）1 男子 自由形   50m    24.06

08150
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン古河    
性別: 申込種目:

福地　柊吾            ﾌｸﾁ ﾄｳｱ               中学（2）1 男子 背泳ぎ  100m    58.91

中学（2）2 男子 背泳ぎ  200m  2:12.05

青山　侑蒼            ｱｵﾔﾏ ﾕｱ               中学（3）3 女子 バタフライ   50m    28.59

中学（3）4 女子 バタフライ  100m  1:02.59

09533
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝｲｰｸﾞﾙ       
性別: 申込種目:

山名　貴徳            ﾔﾏﾅ ﾀｶﾉﾘ              小学（6）1 男子 背泳ぎ   50m    30.59

小学（6）2 男子 背泳ぎ  100m  1:06.10

赤羽　廉慈            ｱｶﾊﾞ ﾚｲ               小学（5）3 男子 背泳ぎ   50m    34.27
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11001
氏名: カナ: 学校:No.:

自衛隊          
性別: 申込種目:

渡辺　隼斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ             1 男子 平泳ぎ   50m    27.50

2 男子 平泳ぎ  100m  1:00.50

高橋航太郎            ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ            3 男子 自由形  100m    49.50

4 男子 自由形  200m  1:48.30

松本　　輝            ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ              5 男子 自由形  200m  1:47.54

6 男子 自由形  400m  3:46.46

中村　海渡            ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ              7 男子 自由形  100m    49.50

8 男子 自由形  200m  1:50.50

溝畑　樹蘭            ﾐｿﾞﾊﾀ ｼﾞｭﾗﾝ           9 男子 自由形   50m    22.90

10 男子 自由形  100m    49.50

11 男子 自由形  200m  1:46.80

12 男子 個人メドレー  200m  2:00.92

赤羽根康太            ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀ              13 男子 バタフライ   50m    23.50

川田　大夢            ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ              14 男子 自由形  100m    50.50

15 男子 自由形  200m  1:49.80

吉田　惇哉            ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾔ              16 男子 自由形 1500m 15:22.13

市川　誉紹            ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾂｸﾞ            17 男子 自由形   50m    22.48

若山　大輝            ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ             18 男子 平泳ぎ   50m    27.20

19 男子 平泳ぎ  100m    58.90

11344
氏名: カナ: 学校:No.:

栄東            
性別: 申込種目:

長岡　　豪            ﾅｶﾞｵｶ ｺﾞｳ             高校（2）1 男子 自由形   50m    23.95

高校（2）2 男子 自由形  100m    51.98

高校（2）3 男子 平泳ぎ  100m  1:01.20

高校（2）4 男子 平泳ぎ  200m  2:12.50

11508
氏名: カナ: 学校:No.:

スウィン大宮    
性別: 申込種目:

小澤　　幹            ｵｻﾞﾜ ﾓﾄｷ              高校（3）1 男子 平泳ぎ   50m    28.03

高校（3）2 男子 平泳ぎ  100m  1:02.23

福田　修磨            ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳﾏ             中学（2）3 男子 バタフライ  100m    57.00

中村　天音            ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ              大学（3）4 女子 バタフライ   50m    27.08

髙山　紫妃            ﾀｶﾔﾏ ｼｷ               中学（2）5 女子 個人メドレー  400m  4:51.74

田熊　紗也            ﾀｸﾞﾏ ｻﾔ               中学（1）6 女子 自由形   50m    26.67

中学（1）7 女子 自由形  100m    58.94

足立　優希            ｱﾀﾞﾁ ﾕｷ               中学（1）8 女子 自由形   50m    27.68

11517
氏名: カナ: 学校:No.:

ｽｳｨﾝ大宮西      
性別: 申込種目:

田村　好花            ﾀﾑﾗ ｺﾉｶ               中学（3）1 女子 自由形   50m    26.74

中学（3）2 女子 自由形  100m    58.17

岡田　麻希            ｵｶﾀﾞ ﾏｷ               中学（1）3 女子 自由形   50m    27.26
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11518
氏名: カナ: 学校:No.:

スウィン北本    
性別: 申込種目:

山本　　司            ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ              高校（1）1 男子 バタフライ   50m    25.39

高校（1）2 男子 バタフライ  100m    56.70

古江　　良            ﾌﾙｴ ﾘｮｳ               中学（2）3 男子 自由形  200m  1:53.46

中学（2）4 男子 自由形  400m  4:02.24

古江　花帆            ﾌﾙｴ ｶﾎ                高校（2）5 女子 自由形  400m  4:17.48

高校（2）6 女子 自由形  800m  8:50.77

森　　香乃            ﾓﾘ ｶﾉ                 中学（2）7 女子 バタフライ   50m    27.91

中学（2）8 女子 バタフライ  100m  1:01.52

松田　琴愛            ﾏﾂﾀﾞ ｺﾄｱ              中学（2）9 女子 自由形   50m    26.74

中学（2）10 女子 自由形  100m    58.59

中学（2）11 女子 自由形  200m  2:08.22

11539
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ北浦和    
性別: 申込種目:

辻仲　祥康            ﾂｼﾞﾅｶ ｼｮｳｺﾞ           高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m    28.05

高校（2）2 男子 平泳ぎ  100m  1:00.40

高校（2）3 男子 平泳ぎ  200m  2:11.69

小川　翔慎            ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ             中学（2）4 男子 自由形  200m  1:57.47

中学（2）5 男子 平泳ぎ  100m  1:04.80

中学（2）6 男子 個人メドレー  200m  2:08.34

柴田　菜摘            ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ              高校（3）7 女子 自由形  100m    57.17

高校（3）8 女子 背泳ぎ   50m    28.84

高校（3）9 女子 背泳ぎ  100m  1:02.80

小牧　彩音            ｺﾏｷ ｱﾔﾈ               高校（1）10 女子 バタフライ   50m    28.57

11569
氏名: カナ: 学校:No.:

瀬ヶ崎ＳＣ      
性別: 申込種目:

今井　柊介            ｲﾏｲ ｼｭｳｽｹ             高校（1）1 男子 自由形  400m  4:01.45

高校（1）2 男子 自由形 1500m 15:55.18

11575
氏名: カナ: 学校:No.:

スウィン大教    
性別: 申込種目:

齊藤　和真            ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ             高校（3）1 男子 個人メドレー  200m  2:03.94

高校（3）2 男子 個人メドレー  400m  4:28.24

岡野　健太            ｵｶﾉ ｹﾝﾀ               高校（3）3 男子 自由形  400m  3:56.72

高校（3）4 男子 自由形 1500m 15:44.92

吉田　琉惟            ﾖｼﾀﾞ ﾙｲ               中学（2）5 男子 背泳ぎ  100m  1:00.74

中学（2）6 男子 背泳ぎ  200m  2:08.22

田嶋　玲奈            ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ               大学（3）7 女子 バタフライ   50m    26.86

大学（3）8 女子 バタフライ  100m    59.09

水野　柚希            ﾐｽﾞﾉ ﾕｽﾞｷ             高校（2）9 女子 背泳ぎ   50m    28.88

高校（2）10 女子 背泳ぎ  100m  1:01.14

高校（2）11 女子 背泳ぎ  200m  2:09.17

関根　倖彩            ｾｷﾈ ｺｳｻ               高校（2）12 女子 バタフライ  100m  1:00.25

高校（2）13 女子 バタフライ  200m  2:11.42

園部ゆあら            ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ              中学（3）14 女子 背泳ぎ   50m    28.74

中学（3）15 女子 背泳ぎ  100m  1:01.90

油井　美波            ﾕｲ ﾐﾅﾐ                中学（1）16 女子 自由形  200m  2:03.46

中学（1）17 女子 個人メドレー  200m  2:18.71
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11585
氏名: カナ: 学校:No.:

スウィン埼玉    
性別: 申込種目:

川口　　開            ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲ              高校（3）1 男子 バタフライ  200m  2:00.35

高校（3）2 男子 個人メドレー  400m  4:25.13

長島　秀哉            ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ            高校（3）3 男子 背泳ぎ   50m    26.54

高校（3）4 男子 背泳ぎ  100m    57.44

細沼　弘輔            ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ             高校（1）5 男子 バタフライ  100m    54.84

高校（1）6 男子 バタフライ  200m  2:01.61

岩見　俊祐            ｲﾜﾐ ｼｭﾝｽｹ             高校（1）7 男子 バタフライ   50m    24.32

高校（1）8 男子 バタフライ  100m    55.26

井坂　有里            ｲｻｶ ﾕﾘ                高校（3）9 女子 個人メドレー  200m  2:19.43

高校（3）10 女子 個人メドレー  400m  4:48.18

佐々木美莉            ｻｻｷ ﾐﾘ                高校（2）11 女子 背泳ぎ   50m    28.47

高校（2）12 女子 背泳ぎ  100m  1:01.19

会沢　心唯            ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾕ              高校（2）13 女子 バタフライ  100m  1:00.80

高校（2）14 女子 バタフライ  200m  2:11.40

山本　結月            ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ             高校（1）15 女子 自由形  100m    56.61

高校（1）16 女子 自由形  200m  2:02.37

榎本ヒカル            ｴﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ              高校（1）17 女子 バタフライ   50m    27.68

高校（1）18 女子 バタフライ  100m  1:00.62

山田　菜月            ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ              高校（1）19 女子 背泳ぎ  100m  1:04.17

高校（1）20 女子 背泳ぎ  200m  2:13.65

髙橋　彩加            ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ              高校（1）21 女子 自由形  100m    56.62

高校（1）22 女子 自由形  200m  2:01.73

11599
氏名: カナ: 学校:No.:

ｽｳｨﾝ大宮南      
性別: 申込種目:

平尾　仁理            ﾋﾗｵ ｻﾄﾘ               中学（2）1 女子 自由形   50m    27.30

11600
氏名: カナ: 学校:No.:

スウィン鴻巣    
性別: 申込種目:

會田　　慧            ｱｲﾀﾞ ｻﾄｼ              中学（3）1 男子 自由形   50m    23.37

中学（3）2 男子 自由形  100m    51.31

中学（3）3 男子 バタフライ   50m    25.76

加藤　心冨            ｶﾄｳ ｺﾄﾐ               高校（2）4 女子 平泳ぎ   50m    30.99

高校（2）5 女子 平泳ぎ  100m  1:08.86

高校（2）6 女子 平泳ぎ  200m  2:26.55

11619
氏名: カナ: 学校:No.:

ｽｳｨﾝふじみ野    
性別: 申込種目:

入江　秀行            ｲﾘｴ ﾋﾃﾞﾕｷ             高校（2）1 男子 背泳ぎ   50m    25.35

高校（2）2 男子 背泳ぎ  100m    55.79

高校（2）3 男子 背泳ぎ  200m  1:59.87

11628
氏名: カナ: 学校:No.:

ｽｳｨﾝみよし      
性別: 申込種目:

川野　博大            ｶﾜﾉ ﾋﾛｵ               高校（2）1 男子 バタフライ  200m  1:55.29

高校（2）2 男子 個人メドレー  400m  4:16.15

内村　弥路            ｳﾁﾑﾗ ﾐﾛ               中学（3）3 男子 自由形  400m  3:55.75

中学（3）4 男子 自由形 1500m 15:28.03

中島　紗希            ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ              高校（1）5 女子 バタフライ   50m    27.44

高校（1）6 女子 バタフライ  100m    59.88
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11636
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾋｭｰﾏﾝみさと     
性別: 申込種目:

竹村　空竜            ﾀｹﾑﾗ ｸﾘｭｳ             高校（1）1 男子 自由形  400m  3:55.37

山田　　澄            ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐ               高校（1）2 女子 平泳ぎ  100m  1:11.26

高校（1）3 女子 平泳ぎ  200m  2:30.78

鵜飼　紗希            ｳｶｲ ｻｷ                小学（3）4 女子 自由形   50m    30.24

小学（3）5 女子 背泳ぎ   50m    35.81

12507
氏名: カナ: 学校:No.:

ＣＡＣＳＳ      
性別: 申込種目:

横田　赳大            ﾖｺﾀ ﾀｹﾋﾛ              中学（3）1 男子 自由形  200m  1:49.98

中学（3）2 男子 自由形  400m  3:54.29

野田　凌眞            ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾏ              中学（2）3 男子 平泳ぎ  200m  2:20.07

長村　遙埜            ﾅｶﾞﾑﾗ ﾊﾙﾔ             中学（1）4 男子 平泳ぎ   50m    30.52

中学（1）5 男子 平泳ぎ  100m  1:06.51

中学（1）6 男子 平泳ぎ  200m  2:27.22

金坂　友俐            ｶﾈｻｶ ﾕｳﾘ              中学（1）7 男子 自由形  400m  4:10.88

野中　祐玖            ﾉﾅｶ ﾀｽｸ               小学（6）8 男子 自由形  200m  2:04.44

中井　　凜            ﾅｶｲ ﾘﾝ                中学（1）9 女子 自由形  400m  4:24.23

横田　珠季            ﾖｺﾀ ﾀﾏｷ               中学（1）10 女子 バタフライ   50m    29.64

12514
氏名: カナ: 学校:No.:

VERDI           
性別: 申込種目:

北野　瑞季            ｷﾀﾉ ﾐｽﾞｷ              中学（1）1 女子

齋藤　そら            ｻｲﾄｳ ｿﾗ               中学（1）2 女子

芝口　琉南            ｼﾊﾞｸﾞﾁ ﾙﾅ             中学（2）3 女子

守屋　千優            ﾓﾘﾔ ﾁﾋﾛ               中学（1）4 女子

清水　義仁            ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾄ             高校（3）5 男子 自由形  100m    51.86

羽鳥　晴真            ﾊﾄﾘ ﾊﾙﾏ               中学（1）6 男子 バタフライ   50m    26.59

中学（1）7 男子 バタフライ  100m    59.12

柴田　心菜            ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ              中学（1）8 女子 自由形   50m    26.79

中学（1）9 女子 自由形  100m    58.39

久保田結唯            ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ               中学（1）10 女子 自由形   50m    27.00

山﨑帆乃佳            ﾔﾏｻﾞｷ ﾎﾉｶ             中学（1）11 女子 自由形   50m    26.90

12521
氏名: カナ: 学校:No.:

稲毛インター    
性別: 申込種目:

岡留　大和            ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ             高校（2）1 男子 平泳ぎ   50m    27.89

高校（2）2 男子 平泳ぎ  100m  1:00.70

土屋　海人            ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ               高校（1）3 男子 個人メドレー  200m  2:06.03

高校（1）4 男子 個人メドレー  400m  4:29.78

尾﨑　大和            ｵｻﾞｷ ﾔﾏﾄ              中学（3）5 男子 平泳ぎ   50m    29.62

中学（3）6 男子 平泳ぎ  100m  1:02.80

中学（3）7 男子 平泳ぎ  200m  2:16.02

黒﨑　莉帆            ｸﾛｻｷ ﾘﾎ               高校（3）8 女子 自由形  400m  4:17.08

高校（3）9 女子 自由形  800m  8:45.56

大住　煌華            ｵｵｽﾐ ｷﾗｶ              中学（3）10 女子 バタフライ   50m    28.72

中学（3）11 女子 バタフライ  100m  1:02.52

中学（3）12 女子 バタフライ  200m  2:15.86

桑田　奈々            ｸﾜﾀ ﾅﾅ                中学（1）13 女子 バタフライ   50m    28.63

中学（1）14 女子 個人メドレー  200m  2:18.36
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12528
氏名: カナ: 学校:No.:

柏洋・柏        
性別: 申込種目:

蔵本　大和            ｸﾗﾓﾄ ﾔﾏﾄ              高校（3）1 男子 自由形  200m  1:50.31

高校（3）2 男子 自由形  400m  3:54.00

沼田　晴瑠            ﾇﾏﾀ ﾊﾙ                小学（6）3 男子 自由形   50m    26.31

佐野　釉菜            ｻﾉ ﾕﾅ                 中学（3）4 女子 バタフライ  200m  2:12.20

中学（3）5 女子 個人メドレー  400m  4:48.55

野崎　美桜            ﾉｻﾞｷ ﾐｵ               中学（3）6 女子 自由形  200m  2:04.94

中学（3）7 女子 自由形  400m  4:19.25

関　恵梨紗            ｾｷ ｴﾘｻ                中学（1）8 女子 自由形  100m  1:00.75

中学（1）9 女子 自由形  200m  2:10.76

金成　美怜            ｶﾅﾘ ﾐﾚｲ               小学（6）10 女子 平泳ぎ   50m    34.58

近藤　心音            ｺﾝﾄﾞｳ ｺｺﾛ             小学（6）11 女子 バタフライ   50m    29.30

12531
氏名: カナ: 学校:No.:

花見川ＳＣ      
性別: 申込種目:

中村　海晟            ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ             高校（2）1 男子 自由形   50m    23.29

高校（2）2 男子 背泳ぎ   50m    26.85

12541
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ五香      
性別: 申込種目:

大久保奏和            ｵｵｸﾎﾞ ｶﾅﾄ             高校（1）1 男子 自由形   50m    24.17

亀澤　奏良            ｶﾒｻﾞﾜ ｿﾗ              中学（2）2 女子 自由形   50m    26.81

12546
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ幕張       
性別: 申込種目:

森下　周馬            ﾓﾘｼﾀ ｼｭｳﾏ             中学（1）1 男子 平泳ぎ   50m    31.30

大鰐　心寧            ｵｵﾜﾆ ｺｺﾈ              中学（1）2 女子 自由形   50m    27.19

中学（1）3 女子 バタフライ   50m    28.96

中学（1）4 女子 バタフライ  100m  1:04.49

齋藤さくら            ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ              小学（4）5 女子 バタフライ   50m    33.30

12551
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ      
性別: 申込種目:

井上　　海            ｲﾉｳｴ ｶｲ               大学（2）1 男子 バタフライ   50m    23.78

大学（2）2 男子 バタフライ  100m    52.97

遠山　乃梨            ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ               大学（1）3 女子 バタフライ   50m    27.70

大学（1）4 女子 バタフライ  100m    58.84

野田　佑風            ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ               大学（1）5 女子 バタフライ   50m    26.82

大学（1）6 女子 バタフライ  100m    58.81

伊東　開耶            ｲﾄｳ ｻｸﾔ               高校（1）7 女子 自由形   50m    25.72

高校（1）8 女子 自由形  100m    54.25

高校（1）9 女子 自由形  200m  2:00.71

高校（1）10 女子 背泳ぎ   50m    27.35

12559
氏名: カナ: 学校:No.:

ＥＡＳＴ        
性別: 申込種目:

町山　哲太            ﾏﾁﾔﾏ ﾃｯﾀ              高校（1）1 男子 バタフライ  100m    54.92

高校（1）2 男子 バタフライ  200m  2:00.58
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12562
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ銚子       
性別: 申込種目:

砂村　光彦            ｽﾅﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ             高校（3）1 男子 自由形   50m    23.00

高校（3）2 男子 自由形  100m    52.80

砂村　明彦            ｽﾅﾑﾗ ｱｷﾋｺ             高校（3）3 男子 自由形   50m    23.50

高校（3）4 男子 バタフライ   50m    25.30

12571
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ津田沼    
性別: 申込種目:

大橋　一毅            ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｷ             高校（3）1 男子 自由形   50m    23.81

松村　多恵            ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ               大学（3）2 女子 自由形   50m    26.30

大学（3）3 女子 自由形  100m    56.87

野村　奈緒            ﾉﾑﾗ ﾅｵ                高校（3）4 女子 自由形  100m    57.05

高校（3）5 女子 自由形  200m  2:04.50

小林　千夏            ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ             小学（5）6 女子 平泳ぎ   50m    35.18

小学（5）7 女子 平泳ぎ  100m  1:17.74

小学（5）8 女子 個人メドレー  200m  2:27.69

12575
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ八日市     
性別: 申込種目:

山﨑　啓輔            ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ            小学（6）1 男子 背泳ぎ  100m  1:03.80

嶋倉　蓮菜            ｼﾏｸﾗ ﾚﾅ               中学（2）2 女子 自由形   50m    26.84

中学（2）3 女子 自由形  100m    58.09

田村　蒔乃            ﾀﾑﾗ ﾏｷﾉ               小学（6）4 女子 背泳ぎ   50m    31.74

小学（6）5 女子 背泳ぎ  100m  1:06.19

12580
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ大原      
性別: 申込種目:

養日　　聖            ﾖｳｶ ｻﾄｼ               高校（3）1 男子 背泳ぎ   50m    25.70

高校（3）2 男子 背泳ぎ  100m    56.13

横山　　哲            ﾖｺﾔﾏ ｻﾄﾙ              中学（2）3 男子 バタフライ   50m    26.35

中学（2）4 男子 バタフライ  100m    56.71

齋藤　航輝            ｻｲﾄｳ ｺｳｷ              中学（1）5 男子 背泳ぎ   50m    29.11

中学（1）6 男子 背泳ぎ  100m  1:02.72

中学（1）7 男子 背泳ぎ  200m  2:15.74

12588
氏名: カナ: 学校:No.:

ＫＣＣ鴨川      
性別: 申込種目:

安藤　圭佑            ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ            高校（1）1 男子 平泳ぎ   50m    30.08

山内　　凛            ﾔﾏｳﾁ ﾘﾝ               中学（1）2 女子 自由形   50m    27.48

中学（1）3 女子 バタフライ   50m    29.01

杉田　穏南            ｽｷﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾅ            中学（1）4 女子 自由形   50m    27.56

12589
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン千葉    
性別: 申込種目:

戸田　万喜            ﾄﾀﾞ ﾏｷ                高校（1）1 女子 平泳ぎ   50m    33.29

高校（1）2 女子 平泳ぎ  100m  1:10.57

多田　恋歌            ﾀﾀﾞ ﾚﾝｶ               高校（1）3 女子 バタフライ   50m    27.62
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12600
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳     
性別: 申込種目:

加藤　弘晴            ｶﾄｳ ｺｳｾｲ              高校（3）1 男子 バタフライ   50m    25.41

高校（3）2 男子 バタフライ  100m    54.95

森田　碧大            ﾓﾘﾀ ｱｵｲ               中学（3）3 男子 個人メドレー  200m  2:04.94

中学（3）4 男子 個人メドレー  400m  4:30.03

森柄　花菜            ﾓﾘｴ ﾊﾅ                大学（3）5 女子 バタフライ  200m  2:13.23

笹生　舞琳            ｻｿｳ ﾏﾘﾝ               高校（3）6 女子 背泳ぎ   50m    29.23

高校（3）7 女子 背泳ぎ  100m  1:02.25

坂田　紗来            ｻｶﾀ ｻﾗ                中学（3）8 女子 平泳ぎ  100m  1:10.11

中学（3）9 女子 平泳ぎ  200m  2:30.38

12606
氏名: カナ: 学校:No.:

君津MSC         
性別: 申込種目:

諸永　遥己            ﾓﾛﾅｶﾞ ﾊﾙｷ             中学（2）1 男子 バタフライ  100m    56.33

中学（2）2 男子 バタフライ  200m  2:05.08

溝口　晋平            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ          中学（2）3 男子 自由形  200m  1:58.00

中学（2）4 男子 自由形  400m  4:04.82

溝口　裕唯            ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｲ             小学（6）5 女子 自由形  100m  1:00.31

小学（6）6 女子 自由形  200m  2:09.82

12622
氏名: カナ: 学校:No.:

JSSおゆみ野     
性別: 申込種目:

進　　美優            ｼﾝ ﾐﾕｳ                中学（2）1 女子 平泳ぎ   50m    33.50

中学（2）2 女子 平泳ぎ  100m  1:13.37

13031
氏名: カナ: 学校:No.:

都・駒場        
性別: 申込種目:

松下　　湊            ﾏﾂｼﾀ ﾐﾅﾄ              高校（2）1 男子 背泳ぎ   50m    26.47

高校（2）2 男子 背泳ぎ  100m    57.87

村上　稜芽            ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｶﾞ            高校（2）3 男子 バタフライ   50m    25.47

13219
氏名: カナ: 学校:No.:

武蔵野
性別: 申込種目:

阿部撫宇也 ｱﾍﾞ ﾌｳﾔ 高校（1）1 男子

石橋　　諒 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 高校（3）2 男子

加藤　　光 ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 高校（2）3 男子

仕黒　泳士 ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ 高校（3）4 男子

田川　結渚 ﾀｶﾞﾜ ﾕｲﾅ 高校（2）5 女子

二宮　歩希 ﾆﾉﾐﾔ ﾎﾏﾚ 高校（1）6 女子

堀　　敬裕            ﾎﾘ ｹｲｽｹ               高校（2）7 男子 個人メドレー  200m  2:01.61

森山　　昊            ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ               高校（2）8 男子 平泳ぎ  200m  2:11.75

落合　颯士            ｵﾁｱｲ ﾌｳﾄ              高校（1）9 男子 自由形   50m    23.38

高校（1）10 男子 自由形  100m    51.04

岡﨑　友愛            ｵｶｻﾞｷ ﾕｱ              高校（3）11 女子 背泳ぎ   50m    28.64

高校（3）12 女子 背泳ぎ  100m  1:00.93

上垣こころ            ｳｴｶﾞｷ ｺｺﾛ             高校（2）13 女子 自由形   50m    26.15

高校（2）14 女子 自由形  100m    57.00

西場　天子            ﾆｼﾊﾞ ﾃﾝｺ              高校（1）15 女子 自由形   50m    26.23

高校（1）16 女子 バタフライ   50m    27.14

高校（1）17 女子 バタフライ  100m  1:00.33
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13236
氏名: カナ: 学校:No.:

日大豊山        
性別: 申込種目:

碓井　創太            ｳｽｲ ｿｳﾀ               高校（3）1 男子 自由形  400m  3:56.60

高校（3）2 男子 自由形 1500m 15:23.20

稲澤　駿斗            ｲﾅｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ             高校（3）3 男子 平泳ぎ   50m    29.11

高校（3）4 男子 平泳ぎ  100m  1:02.92

満園　　瑛            ﾐﾂｿﾞﾉ ｱｷﾗ             高校（3）5 男子 自由形  100m    51.49

高校（3）6 男子 自由形  200m  1:52.22

中嶌　理貴            ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ              高校（3）7 男子 自由形  100m    51.92

高校（3）8 男子 背泳ぎ   50m    25.30

高校（3）9 男子 背泳ぎ  100m    57.87

武井　律己            ﾀｹｲ ﾘﾂｷ               高校（3）10 男子 自由形  400m  3:50.94

松藤　和輝            ﾏﾂﾌｼﾞ ｶｽﾞｷ            高校（3）11 男子 自由形  200m  1:52.80

高校（3）12 男子 自由形  400m  3:59.48

池上　泰正            ｲｹｶﾞﾐ ﾀｲｾｲ            高校（3）13 男子 自由形  200m  1:48.50

高校（3）14 男子 自由形  400m  3:49.29

岩永　吉平            ｲﾜﾅｶﾞ ｷｯﾍﾟｲ           高校（2）15 男子 バタフライ  100m    55.10

高校（2）16 男子 バタフライ  200m  2:00.70

高校（2）17 男子 個人メドレー  200m  2:01.70

光永　翔音            ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｵﾝ           高校（2）18 男子 自由形  100m    50.37

高校（2）19 男子 バタフライ   50m    24.43

高校（2）20 男子 バタフライ  100m    53.30

福田　乃斗            ﾌｸﾀﾞ ﾅｲﾄ              高校（2）21 男子 個人メドレー  200m  2:02.02

錦織　孟徳            ﾆｼｷｵﾘ ﾓｳﾄｸ            高校（2）22 男子 自由形  100m    50.93

高校（2）23 男子 自由形  200m  1:51.09

松井　理宇            ﾏﾂｲ ﾘｳ                高校（2）24 男子 自由形   50m    22.95

高校（2）25 男子 自由形  100m    49.62

高校（2）26 男子 自由形  200m  1:50.91

今村　陽向            ｲﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ              高校（2）27 男子 自由形  400m  4:01.50

高校（2）28 男子 個人メドレー  400m  4:24.34

小林　恒輝            ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ             高校（1）29 男子 自由形  200m  1:53.00

高校（1）30 男子 自由形  400m  4:00.01

飯田　陽成            ｲｲﾀﾞ ﾖｳｾｲ             高校（1）31 男子 自由形  100m    51.99

高校（1）32 男子 自由形  200m  1:54.16

高校（1）33 男子 自由形  400m  3:55.70

森田　瑛斗            ﾓﾘﾀ ｴｲﾄ               高校（1）34 男子 平泳ぎ  100m  1:04.60

新田　慎吾            ﾆｯﾀ ｼﾝｺﾞ              高校（1）35 男子 背泳ぎ  100m    54.60

高校（1）36 男子 背泳ぎ  200m  1:58.95

大島　統偉            ｵｵｼﾏ ﾄｳｲ              高校（1）37 男子 バタフライ  100m    55.70

牧　廉太郎            ﾏｷ ﾚﾝﾀﾛｳ              高校（1）38 男子 バタフライ  100m    54.95

藤本　大貴            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ            高校（1）39 男子 背泳ぎ  200m  2:02.32

13239
氏名: カナ: 学校:No.:

日体大荏原      
性別: 申込種目:

平泉　海人            ﾋﾗｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ            高校（3）1 男子 バタフライ   50m    25.53

高校（3）2 男子 バタフライ  200m  1:58.37

丹治美奈子            ﾀﾝｼﾞ ﾐﾅｺ              高校（3）3 女子 平泳ぎ  100m  1:10.36

高校（3）4 女子 バタフライ  100m  1:00.67

高校（3）5 女子 バタフライ  200m  2:12.89
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13262
氏名: カナ: 学校:No.:

目黒日大        
性別: 申込種目:

高山　　蓮            ﾀｶﾔﾏ ﾚﾝ               高校（3）1 男子 バタフライ   50m    25.60

杉浦優一朗            ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ          高校（2）2 男子 自由形   50m    23.85

髙山　　凰            ﾀｶﾔﾏ ｺｳ               高校（2）3 男子 バタフライ   50m    25.37

蜂屋　陽萌            ﾊﾁﾔ ﾐﾓ                高校（1）4 女子 自由形   50m    25.96

高校（1）5 女子 自由形  100m    56.94

高校（1）6 女子 バタフライ   50m    27.74

高校（1）7 女子 バタフライ  100m  1:01.61

古川いろは            ﾌﾙｶﾜ ｲﾛﾊ              高校（1）8 女子 個人メドレー  200m  2:19.01

高校（1）9 女子 個人メドレー  400m  4:53.11

13422
氏名: カナ: 学校:No.:

日大豊山中学    
性別: 申込種目:

小島　夢貴            ｺｼﾞﾏ ﾕﾒｷ              中学（2）1 男子 自由形   50m    24.30

中学（2）2 男子 個人メドレー  200m  2:03.60

中学（2）3 男子 個人メドレー  400m  4:26.30

13460
氏名: カナ: 学校:No.:

武蔵野中        
性別: 申込種目:

小柳　優成            ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳｾｲ            中学（2）1 男子 自由形  100m    54.63

八田幸之介            ﾊｯﾀ ﾕｷﾉｽｹ             中学（2）2 男子 平泳ぎ  200m  2:18.41

藤田向日葵            ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ              中学（3）3 女子 平泳ぎ   50m    33.74

中学（3）4 女子 平泳ぎ  100m  1:10.59

中学（3）5 女子 平泳ぎ  200m  2:29.40

磯畑　麗桜            ｲｿﾊﾀ ﾚｵ               中学（2）6 女子 個人メドレー  200m  2:19.32

中学（2）7 女子 個人メドレー  400m  4:52.50

13504
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ東伏見      
性別: 申込種目:

中谷　悠空            ﾅｶﾔ ﾕｳｸ               高校（3）1 男子 背泳ぎ   50m    25.49

高校（3）2 男子 背泳ぎ  100m    55.22

飯田　光達            ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ             高校（3）3 男子 背泳ぎ  200m  1:59.98

高校（3）4 男子 個人メドレー  400m  4:21.02

中川　雅嗣            ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾂｸﾞ           高校（2）5 男子 個人メドレー  200m  2:05.29

高校（2）6 男子 個人メドレー  400m  4:26.95

上田　朋樹            ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｷ              小学（5）7 男子 バタフライ   50m    31.88

小学（5）8 男子 個人メドレー  200m  2:32.69

松﨑　りん            ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ              高校（3）9 女子 自由形  400m  4:15.40

高校（3）10 女子 個人メドレー  400m  4:45.04

井口　詩音            ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ              高校（3）11 女子 背泳ぎ   50m    29.78

土井　羽奈            ﾄﾞｲ ﾊﾅ                中学（1）12 女子 自由形   50m    27.60

中学（1）13 女子 自由形  100m    59.63

内山　和奏            ｳﾁﾔﾏ ﾜｶﾅ              小学（6）14 女子 自由形   50m    27.63

13509
氏名: カナ: 学校:No.:

アクラブ調布    
性別: 申込種目:

遠藤　　渚            ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ            大学（1）1 女子 背泳ぎ  100m  1:03.12

磯野　真優            ｲｿﾉ ﾏﾕ                高校（1）2 女子 平泳ぎ  100m  1:10.69

高校（1）3 女子 平泳ぎ  200m  2:34.03
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13510
氏名: カナ: 学校:No.:

金町ＳＣ        
性別: 申込種目:

田口　聖空            ﾀｸﾞﾁ ｾｱ               中学（3）1 男子 背泳ぎ  100m    58.11

中学（3）2 男子 背泳ぎ  200m  2:06.94

田鍋　塁大            ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ               中学（2）3 男子 自由形  400m  4:08.71

中学（2）4 男子 個人メドレー  400m  4:31.04

菊谷　侑杜            ｷｸﾀﾆ ﾕｳﾄ              中学（1）5 男子 平泳ぎ   50m    31.64

中学（1）6 男子 平泳ぎ  100m  1:07.58

中学（1）7 男子 平泳ぎ  200m  2:27.05

福井　陽向            ﾌｸｲ ﾋﾅﾀ               中学（1）8 男子 自由形  200m  2:05.50

小松　佑樹            ｺﾏﾂ ﾕｳｷ               小学（6）9 男子 平泳ぎ   50m    31.27

小学（6）10 男子 平泳ぎ  100m  1:07.04

市川　倫子            ｲﾁｶﾜ ﾐｺ               高校（2）11 女子 バタフライ  100m  1:00.90

高校（2）12 女子 バタフライ  200m  2:13.10

飯田　愛心            ｲｲﾀﾞ ｱｺ               高校（2）13 女子 平泳ぎ   50m    31.81

高校（2）14 女子 平泳ぎ  100m  1:11.65

高校（2）15 女子 個人メドレー  200m  2:18.66

成田　実生            ﾅﾘﾀ ﾐｵ                高校（1）16 女子 自由形   50m    25.86

高校（1）17 女子 背泳ぎ   50m    29.75

高校（1）18 女子 個人メドレー  200m  2:10.27

高校（1）19 女子 個人メドレー  400m  4:36.71

川俣　　紬            ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ             高校（1）20 女子 自由形  100m    56.83

高校（1）21 女子 自由形  200m  2:01.95

大畑　杏紀            ｵｵﾊﾀ ｱｷ               中学（3）22 女子 自由形  100m    57.04

大森　美桜            ｵｵﾓﾘ ﾐｵ               中学（2）23 女子 自由形   50m    26.83

浅輪　帆花            ｱｻﾜ ﾎﾉｶ               中学（2）24 女子 平泳ぎ  100m  1:10.96

中学（2）25 女子 平泳ぎ  200m  2:35.12

岡田　七海            ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ              中学（1）26 女子 自由形  100m  1:00.24

中学（1）27 女子 平泳ぎ   50m    33.20

中学（1）28 女子 平泳ぎ  100m  1:11.22

影山　愛夏            ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾅ              小学（4）29 女子 平泳ぎ   50m    40.09

13511
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬       
性別: 申込種目:

藤原　　洵            ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ            小学（6）1 女子 平泳ぎ   50m    34.50

曳地　夏芽            ﾋｷﾁ ﾅﾂﾒ               小学（5）2 女子 自由形   50m    28.34

小学（5）3 女子 平泳ぎ   50m    35.05

13523
氏名: カナ: 学校:No.:

太陽教育ＳＣ    
性別: 申込種目:

石川　大起            ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ              高校（2）1 男子 自由形   50m    22.92

13528
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ立石      
性別: 申込種目:

横山洸一郎            ﾖｺﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ           高校（2）1 男子 平泳ぎ  100m  1:03.15

高校（2）2 男子 平泳ぎ  200m  2:15.10

村田琉之介            ﾑﾗﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ            小学（5）3 男子 自由形   50m    27.44

小学（5）4 男子 自由形  100m    59.49

小学（5）5 男子 自由形  200m  2:10.19

坂下里緒菜            ｻｶｼﾀ ﾘｵﾅ              小学（6）6 女子 自由形  100m  1:00.50

小学（6）7 女子 バタフライ  100m  1:04.99

松永　帆南            ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾝﾅ             小学（4）8 女子 平泳ぎ   50m    36.22

小学（4）9 女子 個人メドレー  200m  2:34.67

14/50 ページ2023年1月21日 



ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３登録団体別申込種目一覧表

13530
氏名: カナ: 学校:No.:

東京ＳＣ        
性別: 申込種目:

佐藤　翔馬            ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ              大学（3）1 男子 平泳ぎ   50m    28.28

大学（3）2 男子 平泳ぎ  100m  1:00.54

大学（3）3 男子 平泳ぎ  200m  2:08.46

武部　　歓            ﾀｹﾍﾞ ｶﾝ               中学（3）4 男子 背泳ぎ  200m  2:00.55

塩田　直也            ｼｵﾀ ﾅｵﾔ               中学（3）5 男子 自由形   50m    23.58

中学（3）6 男子 背泳ぎ   50m    26.35

中学（3）7 男子 バタフライ   50m    24.98

飛知和　渉            ﾋﾁﾜ ｱﾕﾑ               中学（3）8 男子 個人メドレー  400m  4:29.37

飛知和　翔            ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ               中学（3）9 男子 平泳ぎ  100m  1:02.57

中学（3）10 男子 平泳ぎ  200m  2:18.43

紅露　ルイ            ｺｵﾛ ﾙｲ                中学（2）11 男子 平泳ぎ  200m  2:19.99

竹之内隼人            ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ             中学（2）12 男子 自由形  100m    54.17

中学（2）13 男子 自由形  200m  1:53.95

髙木　悠佑            ﾀｶｷﾞ ﾕｳｽｹ             中学（2）14 男子 自由形  400m  4:03.44

徳永　将太            ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ            中学（2）15 男子 自由形  200m  1:58.43

河井　一桜            ｶﾜｲ ｲｯｻ               中学（1）16 男子 バタフライ   50m    26.08

中学（1）17 男子 バタフライ  100m    57.41

中学（1）18 男子 バタフライ  200m  2:09.02

平山　　悠            ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙ               小学（6）19 男子 自由形  200m  2:05.21

小学（6）20 男子 平泳ぎ  100m  1:12.00

小学（6）21 男子 個人メドレー  200m  2:16.02

白根　匠隼            ｼﾗﾈ ｼｭﾝ               小学（6）22 男子 背泳ぎ   50m    31.55

小学（6）23 男子 背泳ぎ  100m  1:08.27

渡邉　颯斗            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ             小学（5）24 男子 平泳ぎ  100m  1:13.47

小学（5）25 男子 バタフライ  100m  1:05.43

小学（5）26 男子 個人メドレー  200m  2:23.59

長尾　佳音            ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ              大学（1）27 女子 自由形   50m    26.27

大学（1）28 女子 自由形  100m    56.53

大学（1）29 女子 自由形  200m  2:01.51

黒部　和花            ｸﾛﾍﾞ ﾊﾅ               大学（1）30 女子 平泳ぎ   50m    32.19

大学（1）31 女子 平泳ぎ  100m  1:09.22

大学（1）32 女子 平泳ぎ  200m  2:30.67

佐藤　梨央            ｻﾄｳ ﾘｵ                大学（1）33 女子 バタフライ  200m  2:12.58

大学（1）34 女子 個人メドレー  400m  4:42.93

岡本　安未            ｵｶﾓﾄ ｱﾐ               高校（2）35 女子 平泳ぎ  200m  2:28.32

竹澤　瑠珂            ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ              高校（1）36 女子 自由形  100m    56.73

高校（1）37 女子 自由形  200m  1:59.66

高校（1）38 女子 自由形  400m  4:10.13

高校（1）39 女子 自由形  800m  8:36.65

貝瀬　結香            ｶｲｾ ﾕｲｶ               中学（3）40 女子 背泳ぎ  100m  1:04.13

中学（3）41 女子 個人メドレー  200m  2:15.37

長谷明日香            ﾊｾ ｱｽｶ                中学（3）42 女子 自由形  100m    57.28

中学（3）43 女子 自由形  200m  2:03.42

竹澤　芦奈            ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ              中学（3）44 女子 自由形  100m    57.28

中学（3）45 女子 自由形  200m  2:05.44

中学（3）46 女子 自由形  400m  4:23.62

堀切　梓彩            ﾎﾘｷﾘ ｱｽﾞｻ             中学（1）47 女子 個人メドレー  200m  2:21.90

中学（1）48 女子 個人メドレー  400m  5:00.27

鯨井あぐり            ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ            中学（1）49 女子 自由形   50m    26.89

中学（1）50 女子 自由形  100m    59.44
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鯨井あぐり            ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ            中学（1）51 女子 背泳ぎ   50m    30.04

菅　　七海            ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ               中学（1）52 女子 自由形  200m  2:08.00

中学（1）53 女子 自由形  400m  4:26.88

中学（1）54 女子 個人メドレー  400m  4:53.64

小畑　磨矢            ｵﾊﾞﾀ ﾏﾔ               小学（6）55 女子 自由形  200m  2:10.52

櫻井あゆう            ｻｸﾗｲ ｱﾕｳ              小学（6）56 女子 平泳ぎ   50m    34.65

貫洞友里杏            ｶﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｱ             小学（6）57 女子 自由形   50m    28.17

小学（6）58 女子 背泳ぎ   50m    30.30

小学（6）59 女子 背泳ぎ  100m  1:06.02

小学（6）60 女子 バタフライ   50m    29.61

脇谷　七海            ﾜｷﾔ ﾅﾅﾐ               小学（5）61 女子 自由形   50m    28.84

小学（5）62 女子 平泳ぎ   50m    34.73

小学（5）63 女子 平泳ぎ  100m  1:14.75

久保仁衣菜            ｸﾎﾞ ﾆｲﾅ               小学（4）64 女子 自由形   50m    29.77

小学（4）65 女子 バタフライ   50m    31.40

小学（4）66 女子 個人メドレー  200m  2:34.49

畑中　美遥            ﾊﾀﾅｶ ﾐﾊﾙ              小学（3）67 女子 背泳ぎ   50m    36.27

小学（3）68 女子 個人メドレー  200m  2:44.30

13531
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＡＣ          
性別: 申込種目:

浦東　信吾            ｳﾗﾋｶﾞｼ ｼﾝｺﾞ           小学（5）1 男子 バタフライ  100m  1:07.58

13534
氏名: カナ: 学校:No.:

東京ＤＣ        
性別: 申込種目:

笹森　泰礼            ｻｻﾓﾘ ﾀｲﾗ              小学（6）1 男子 背泳ぎ  100m  1:04.10

三浦　亜依            ﾐｳﾗ ｱｲ                大学（2）2 女子 背泳ぎ   50m    29.64

大学（2）3 女子 背泳ぎ  100m  1:02.78

池野　紫音            ｲｹﾉ ｼｵﾝ               大学（1）4 女子 平泳ぎ   50m    32.19

佐藤　　渚            ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ              中学（1）5 女子 背泳ぎ  100m  1:04.42

13539
氏名: カナ: 学校:No.:

アクラブ稲城    
性別: 申込種目:

千葉　美涼            ﾁﾊﾞ ﾐｽｽﾞ              小学（5）1 女子 自由形   50m    27.06

小学（5）2 女子 自由形  100m  1:00.45

小学（5）3 女子 バタフライ   50m    29.13

13540
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ葛西       
性別: 申込種目:

今井田有加            ｲﾏｲﾀﾞ ﾕｶ              小学（3）1 女子 自由形   50m    31.20

小学（3）2 女子 平泳ぎ   50m    40.01

小学（3）3 女子 バタフライ   50m    33.01
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13541
氏名: カナ: 学校:No.:

藤村ＳＳ        
性別: 申込種目:

石原　奏虎            ｲｼﾊﾗ ｶﾅﾄﾗ             小学（6）1 男子

榊原　徳馬            ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｸﾏ            小学（6）2 男子

清水　真歩            ｼﾐｽﾞ ﾏﾎ               小学（4）3 女子

竹村　俐音            ﾀｹﾑﾗ ﾘﾝ               中学（3）4 女子

渡邉　さら            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ              中学（3）5 女子

楠田　聖史            ｸｽﾀﾞ ｾｲｼﾞ             中学（2）6 男子 平泳ぎ  200m  2:19.64

田村　仁人            ﾀﾑﾗ ｼﾞﾝﾄ              中学（1）7 男子 自由形   50m    25.62

中学（1）8 男子 自由形  100m    55.15

中学（1）9 男子 背泳ぎ  100m  1:02.45

中学（1）10 男子 平泳ぎ  100m  1:08.77

山﨑　隼翔            ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ             小学（6）11 男子 自由形   50m    25.76

小学（6）12 男子 平泳ぎ   50m    31.90

小学（6）13 男子 平泳ぎ  100m  1:09.22

小学（6）14 男子 個人メドレー  200m  2:17.44

池畑　絢翔            ｲｹﾊﾀ ｹﾝﾄ              小学（5）15 男子 平泳ぎ   50m    34.17

小学（5）16 男子 平泳ぎ  100m  1:11.69

小学（5）17 男子 バタフライ  100m  1:05.02

小学（5）18 男子 個人メドレー  200m  2:21.01

堀籠ひなた            ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ             高校（3）19 女子 自由形   50m    26.86

高校（3）20 女子 自由形  100m    57.83

近藤ジュン            ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ            高校（3）21 女子 個人メドレー  200m  2:16.07

渥美　千穂            ｱﾂﾐ ﾁﾎ                高校（3）22 女子 バタフライ  100m  1:02.71

舩木　果音            ﾌﾅｷ ｶﾉﾝ               高校（2）23 女子 バタフライ  100m  1:01.30

高校（2）24 女子 バタフライ  200m  2:15.61

楠田　夢乃            ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ              高校（2）25 女子 平泳ぎ  100m  1:09.78

高校（2）26 女子 平泳ぎ  200m  2:26.42

川名　真央            ｶﾜﾅ ﾏﾋﾛ               高校（2）27 女子 バタフライ  200m  2:13.85

坂本　千紗            ｻｶﾓﾄ ﾁｻ               高校（1）28 女子 バタフライ   50m    27.09

高校（1）29 女子 バタフライ  100m  1:00.04

高校（1）30 女子 バタフライ  200m  2:14.31

加藤　結音            ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ               高校（1）31 女子 自由形  100m    56.87

牧野　陽菜            ﾏｷﾉ ﾊﾙﾅ               中学（3）32 女子 平泳ぎ   50m    32.42

中学（3）33 女子 平泳ぎ  100m  1:10.43

原　さくら            ﾊﾗ ｻｸﾗ                中学（2）34 女子 自由形   50m    27.38

中学（2）35 女子 バタフライ   50m    28.70

酒井　梨佑            ｻｶｲ ﾘﾕ                中学（2）36 女子 自由形   50m    26.45

中学（2）37 女子 自由形  100m    57.95

中学（2）38 女子 自由形  200m  2:04.13

中学（2）39 女子 個人メドレー  200m  2:19.58

上田　歩奈            ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾅ              中学（2）40 女子 バタフライ   50m    28.36

中学（2）41 女子 バタフライ  100m  1:03.26

橋本　夏奈            ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ               中学（2）42 女子 自由形   50m    26.84

中学（2）43 女子 自由形  100m    57.65

中村　美柚            ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ               中学（2）44 女子 自由形   50m    27.35

中学（2）45 女子 自由形  100m    58.06

黒崎なる美            ｸﾛｻｷ ﾅﾙﾐ              小学（6）46 女子 平泳ぎ   50m    34.27

小学（6）47 女子 平泳ぎ  100m  1:14.54

小学（6）48 女子 バタフライ  100m  1:05.40

小学（6）49 女子 個人メドレー  200m  2:20.26

藤原　彩路            ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾛ              小学（4）50 女子 自由形   50m    29.76
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藤原　彩路            ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾛ              小学（4）51 女子 背泳ぎ   50m    33.68

小学（4）52 女子 平泳ぎ   50m    37.08

小学（4）53 女子 個人メドレー  200m  2:32.59

榊原　光莉            ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｶﾘ            小学（3）54 女子 自由形   50m    29.95

小学（3）55 女子 背泳ぎ   50m    34.24

小学（3）56 女子 平泳ぎ   50m    40.13

小学（3）57 女子 個人メドレー  200m  2:40.14

13542
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｓｔｙｌｅ１    
性別: 申込種目:

深沢　大和            ﾌｶｻﾜ ﾔﾏﾄ              大学（4）1 男子 平泳ぎ  100m  1:00.77

大学（4）2 男子 平泳ぎ  200m  2:10.49

13545
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ経堂       
性別: 申込種目:

松本　大河            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ             小学（6）1 男子 自由形  100m    58.37

小学（6）2 男子 自由形  200m  2:08.80

小学（6）3 男子 バタフライ   50m    27.64

小学（6）4 男子 バタフライ  100m  1:01.77

13549
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西葛西    
性別: 申込種目:

竹鼻　涼太            ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ             大学（1）1 男子 自由形   50m    22.48

阿部　煌生            ｱﾍﾞ ｵｳｷ               中学（1）2 男子 自由形   50m    25.76

中学（1）3 男子 背泳ぎ  100m    59.79

中学（1）4 男子 背泳ぎ  200m  2:09.90

神野　孝城            ｼﾞﾝﾉ ｺｳｷ              中学（1）5 男子 平泳ぎ  100m  1:06.99

田中　陽路            ﾀﾅｶ ﾋﾛ                小学（6）6 男子 自由形   50m    26.03

小学（6）7 男子 自由形  100m    57.80

小学（6）8 男子 バタフライ   50m    28.24

正木　海翔            ﾏｻｷ ｶｲﾄ               小学（6）9 男子 自由形  100m    57.50

小学（6）10 男子 背泳ぎ   50m    28.55

小学（6）11 男子 背泳ぎ  100m  1:02.54

井上　　蓮            ｲﾉｳｴ ﾚﾝ               小学（6）12 男子 背泳ぎ   50m    29.79

永山　大喜            ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｷ             小学（4）13 男子 背泳ぎ   50m    34.90

正木つかさ            ﾏｻｷ ﾂｶｻ               高校（1）14 女子 背泳ぎ  100m  1:02.19

高校（1）15 女子 背泳ぎ  200m  2:13.39

下地　十愛            ｼﾓｼﾞ ﾄｱ               中学（1）16 女子 バタフライ  100m  1:02.79

中学（1）17 女子 バタフライ  200m  2:16.52

権田　三実            ｺﾞﾝﾀﾞ ﾐﾐ              中学（1）18 女子 自由形  100m    57.17

中学（1）19 女子 自由形  200m  2:02.44

中学（1）20 女子 自由形  400m  4:17.27

中学（1）21 女子 個人メドレー  400m  4:58.72

後藤　星七            ｺﾞﾄｳ ｾﾅ               小学（6）22 女子 背泳ぎ   50m    30.59

13550
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ       
性別: 申込種目:

野村　京桜            ﾉﾑﾗ ｷｮｳｻｸﾗ            大学（2）1 女子 バタフライ  100m    59.74

大学（2）2 女子 バタフライ  200m  2:12.68
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13552
氏名: カナ: 学校:No.:

三菱養和ＳＳ    
性別: 申込種目:

栗原　健太            ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ              高校（3）1 男子

堀本聖一郎            ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ           高校（2）2 男子

熊谷　修吾            ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺﾞ           高校（3）3 男子 自由形  200m  1:51.86

高校（3）4 男子 バタフライ  100m    54.33

高校（3）5 男子 バタフライ  200m  2:00.46

高校（3）6 男子 個人メドレー  200m  2:03.67

山口　遼大            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ            高校（3）7 男子 自由形   50m    22.07

高校（3）8 男子 バタフライ   50m    23.39

高校（3）9 男子 バタフライ  100m    53.20

佐藤　洋輔            ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ              高校（3）10 男子 平泳ぎ   50m    27.66

高校（3）11 男子 平泳ぎ  100m  1:01.32

髙尾　彬理            ﾀｶｵ ｱﾝﾘ               高校（2）12 男子 バタフライ  200m  2:01.80

滝沢　知哉            ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ             中学（2）13 男子 自由形   50m    24.22

渡邊　陽仁            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ             中学（2）14 男子 自由形  100m    52.95

對馬　健心            ﾂｼﾏ ｹﾝｼﾝ              中学（2）15 男子 バタフライ  100m    57.56

近藤　俊太            ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀ            小学（5）16 男子 バタフライ   50m    29.24

小学（5）17 男子 バタフライ  100m  1:05.09

小学（5）18 男子 個人メドレー  200m  2:30.46

木崎　京香            ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ             大学（1）19 女子 個人メドレー  200m  2:12.66

船越　彩椰            ﾌﾅｺｼ ｻﾔ               大学（1）20 女子 自由形   50m    25.83

大学（1）21 女子 自由形  200m  2:02.23

大学（1）22 女子 バタフライ  200m  2:10.78

大学（1）23 女子 個人メドレー  200m  2:16.68

木津喜一花            ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ              高校（3）24 女子 バタフライ   50m    27.62

高校（3）25 女子 バタフライ  100m    59.58

高校（3）26 女子 個人メドレー  200m  2:16.73

斉藤　美月            ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ             中学（2）27 女子 自由形  100m    58.19

増子　　楽            ﾏｽｺ ｻｻ                中学（2）28 女子 背泳ぎ  100m  1:02.84

菅野　凜香            ｶﾝﾉ ﾘﾝｶ               中学（2）29 女子 自由形   50m    26.87

中学（2）30 女子 自由形  100m    56.30

中学（2）31 女子 自由形  200m  2:00.53

中学（2）32 女子 バタフライ   50m    27.54

長田　美羽            ｵｻﾀﾞ ﾐｳ               中学（1）33 女子 自由形   50m    26.72

13553
氏名: カナ: 学校:No.:

アクラブ三鷹    
性別: 申込種目:

内藤　花音            ﾅｲﾄｳ ｶﾉﾝ              高校（2）1 女子 バタフライ   50m    27.57

高校（2）2 女子 バタフライ  100m  1:00.90

高校（2）3 女子 バタフライ  200m  2:13.09
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13557
氏名: カナ: 学校:No.:

ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     
性別: 申込種目:

成嶋　義徳            ﾅﾙｼﾏ ﾖｼﾄｸ             高校（3）1 男子 自由形   50m    23.30

高校（3）2 男子 自由形  100m    50.34

高校（3）3 男子 バタフライ  100m    53.86

水町龍太郎            ﾐｽﾞﾏﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ          高校（1）4 男子 個人メドレー  400m  4:20.46

阿部　衣馬            ｱﾍﾞ ｲﾙﾏ               中学（2）5 男子 背泳ぎ  100m    59.81

中学（2）6 男子 背泳ぎ  200m  2:09.29

水町　騎士            ﾐｽﾞﾏﾁ ﾅｲﾄ             中学（2）7 男子 背泳ぎ   50m    27.37

中学（2）8 男子 個人メドレー  200m  2:07.90

細谷　健心            ﾎｿﾔ ｹﾝｼﾝ              中学（2）9 男子 背泳ぎ  100m    58.92

中学（2）10 男子 背泳ぎ  200m  2:07.05

神尾　星成            ｶﾐｵ ｾﾅ                小学（6）11 男子 バタフライ   50m    27.81

小学（6）12 男子 バタフライ  100m  1:01.44

澤本　海楓            ｻﾜﾓﾄ ｶｲｷ              小学（6）13 男子 自由形  200m  2:05.48

笹川　　隼            ｻｻｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ            小学（6）14 男子 自由形  200m  2:04.67

小学（6）15 男子 バタフライ  100m  1:02.74

岡村　梨香            ｵｶﾑﾗ ﾘｶ               高校（3）16 女子 自由形  200m  2:01.23

高校（3）17 女子 自由形  400m  4:13.09

高校（3）18 女子 自由形  800m  8:43.83

13560
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       
性別: 申込種目:

星野　壮瑛            ﾎｼﾉ ｿｳｴｲ              中学（2）1 男子 バタフライ   50m    26.78

櫻井　　陸            ｻｸﾗｲ ﾘｸ               中学（1）2 男子 自由形  100m    55.54

中学（1）3 男子 平泳ぎ  100m  1:08.45

中学（1）4 男子 平泳ぎ  200m  2:19.21

志太　　新            ｼﾀﾞ ｱﾗﾀ               小学（4）5 男子 バタフライ   50m    31.92

小学（4）6 男子 個人メドレー  200m  2:33.91

河野　めぐ            ｺｳﾉ ﾒｸﾞ               中学（2）7 女子 自由形  200m  2:04.75

松本　美花            ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾊﾅ              中学（2）8 女子 自由形   50m    26.71

中学（2）9 女子 バタフライ  100m  1:02.66

柳瀬　紗良            ﾔﾅｾ ｻﾗ                中学（2）10 女子 平泳ぎ  100m  1:11.62

石坂　琉奈            ｲｼｻﾞｶ ﾙﾅ              中学（2）11 女子 自由形   50m    27.32

中学（2）12 女子 自由形  100m    58.29

中学（2）13 女子 バタフライ   50m    29.35

中学（2）14 女子 バタフライ  100m  1:02.69

髙木　七海            ﾀｶｷﾞ ﾅﾅﾐ              中学（1）15 女子 自由形   50m    27.33

中学（1）16 女子 自由形  100m    59.35

中学（1）17 女子 バタフライ   50m    29.42

萩原　麗名            ﾊｷﾞﾜﾗ ﾚﾅ              小学（5）18 女子 自由形   50m    27.75

小学（5）19 女子 自由形  100m  1:01.26

13567
氏名: カナ: 学校:No.:

ＭＹＳ花畑      
性別: 申込種目:

長島　彰吾            ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ           中学（3）1 男子 自由形  200m  1:51.95

中学（3）2 男子 自由形  400m  3:54.58

石山　翔太            ｲｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ             中学（1）3 男子 個人メドレー  200m  2:11.94

菊池　香良            ｷｸﾁ ｷｮｳｽｹ             中学（1）4 男子 自由形  100m    57.43

中島麗央音            ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｵﾝ             小学（4）5 男子 個人メドレー  200m  2:35.92
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13569
氏名: カナ: 学校:No.:

ドーム巣鴨      
性別: 申込種目:

松本恭太郎            ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ           大学（1）1 男子 平泳ぎ   50m    27.40

大学（1）2 男子 平泳ぎ  100m    59.34

千葉　佑斗            ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ               高校（2）3 男子 背泳ぎ  100m    53.82

高校（2）4 男子 背泳ぎ  200m  1:57.18

佐々木大馳            ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ              中学（2）5 男子 背泳ぎ  100m    58.90

中学（2）6 男子 背泳ぎ  200m  2:07.30

鈴木　陽向            ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ              小学（5）7 男子 自由形   50m    29.75

小学（5）8 男子 背泳ぎ   50m    32.24

小学（5）9 男子 個人メドレー  200m  2:35.59

古井丸日菜            ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ               大学（2）10 女子 自由形  200m  1:59.29

大学（2）11 女子 背泳ぎ  200m  2:11.26

山内　真凛            ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ             高校（1）12 女子 個人メドレー  200m  2:15.94

金井　梨奈            ｶﾅｲ ﾘﾅ                高校（1）13 女子 背泳ぎ  200m  2:13.97

中島　真緒            ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ              高校（1）14 女子 背泳ぎ   50m    29.96

高校（1）15 女子 背泳ぎ  100m  1:01.87

13571
氏名: カナ: 学校:No.:

東京ドームS     
性別: 申込種目:

廣島　偉来            ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ              大学（2）1 男子 平泳ぎ  100m  1:01.55

大学（2）2 男子 個人メドレー  200m  1:58.30

大学（2）3 男子 個人メドレー  400m  4:11.55

今井　　月            ｲﾏｲ ﾙﾅ                大学（4）4 女子 平泳ぎ  100m  1:06.99

大学（4）5 女子 平泳ぎ  200m  2:23.02

松本　信歩            ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ               大学（2）6 女子 バタフライ  100m    59.14

大学（2）7 女子 個人メドレー  200m  2:11.04

二宮　歌梨            ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ              高校（3）8 女子 自由形   50m    25.57

高校（3）9 女子 自由形  100m    55.41

高校（3）10 女子 自由形  200m  1:57.84

13573
氏名: カナ: 学校:No.:

マリン西新井    
性別: 申込種目:

濱出　咲哉            ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ              大学（1）1 男子 平泳ぎ  200m  2:12.18

割方　唯寧            ﾜﾘｶﾀ ﾕｲﾅ              小学（6）2 女子 バタフライ   50m    28.67

小学（6）3 女子 バタフライ  100m  1:02.14

小学（6）4 女子 個人メドレー  200m  2:18.48

川西　咲依            ｶﾜﾆｼ ｻｴ               小学（6）5 女子 自由形  100m  1:00.18

小学（6）6 女子 自由形  200m  2:06.99

小西　結唯            ｺﾆｼ ﾕｲ                小学（6）7 女子 背泳ぎ  100m  1:06.32

13574
氏名: カナ: 学校:No.:

ｽｳｨﾝ高島平      
性別: 申込種目:

栁沢　駿成            ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾅﾘ           1 男子 平泳ぎ   50m    28.05
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13577
氏名: カナ: 学校:No.:

TSSたまがわ     
性別: 申込種目:

岡崎　煌輝            ｵｶｻﾞｷ ｺｳｷ             中学（1）1 男子 自由形  400m  4:15.63

中学（1）2 男子 背泳ぎ  100m    58.54

中学（1）3 男子 背泳ぎ  200m  2:07.90

岡島　希果            ｵｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ             小学（6）4 女子 自由形   50m    27.50

小学（6）5 女子 自由形  100m    58.53

小学（6）6 女子 自由形  200m  2:06.40

髙山　紗菜            ﾀｶﾔﾏ ｻﾅ               小学（5）7 女子 バタフライ  100m  1:06.56

13581
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ船堀      
性別: 申込種目:

大野真結子            ｵｵﾉ ﾏﾕｺ               中学（2）1 女子

菅原　優子            ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｺ             中学（1）2 女子

髙木　梨央            ﾀｶｷﾞ ﾘｵ               中学（1）3 女子

関端　彩乃            ｾｷﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ             高校（3）4 女子 個人メドレー  200m  2:15.85

鈴木　莉桜            ｽｽﾞｷ ﾘｵ               中学（2）5 女子 平泳ぎ   50m    34.10

中学（2）6 女子 平泳ぎ  100m  1:11.59

中学（2）7 女子 バタフライ   50m    29.02

吉田　梨夏            ﾖｼﾀﾞ ﾘﾅ               中学（2）8 女子 平泳ぎ  100m  1:11.29

中学（2）9 女子 平泳ぎ  200m  2:31.96

中学（2）10 女子 個人メドレー  200m  2:18.80

中学（2）11 女子 個人メドレー  400m  4:53.35

佐久間　怜            ｻｸﾏ ﾚｲ                小学（6）12 女子 平泳ぎ   50m    34.11

小学（6）13 女子 平泳ぎ  100m  1:12.88

13582
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾒｶﾞﾛｽ葛飾       
性別: 申込種目:

佐藤　海吏            ｻﾄｳ ｶｲﾘ               中学（2）1 男子

横川　圭太            ﾖｺｶﾜ ｹｲﾀ              中学（1）2 男子

飯塚　佳成            ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ            中学（3）3 男子 平泳ぎ   50m    29.79

森山　　虹            ﾓﾘﾔﾏ ｺｳ               中学（2）4 男子 平泳ぎ  100m  1:05.77

中学（2）5 男子 平泳ぎ  200m  2:20.53

小倉　愛加            ｵｸﾞﾗ ｱｲｶ              高校（2）6 女子 自由形  100m    55.86

高校（2）7 女子 自由形  200m  2:01.62

川上　咲花            ｶﾜｶﾐ ｻﾅ               小学（6）8 女子 自由形  200m  2:10.82

13584
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ上石神井    
性別: 申込種目:

伊藤　彩音            ｲﾄｳ ｱﾔﾈ               高校（1）1 女子 自由形   50m    26.34

13588
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ一橋      
性別: 申込種目:

川端　日陽            ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾅﾀ             小学（6）1 女子 自由形   50m    27.72

小学（6）2 女子 自由形  100m    59.21

小学（6）3 女子 バタフライ  100m  1:05.41
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13597
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン東進    
性別: 申込種目:

入江　陵介            ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ             1 男子 背泳ぎ  100m    52.83

2 男子 背泳ぎ  200m  1:55.52

塩浦　慎理            ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ              3 男子 自由形   50m    21.67

4 男子 自由形  100m    48.35

中村　　克            ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ              5 男子 自由形   50m    22.22

6 男子 自由形  100m    49.00

7 男子 バタフライ   50m    23.26

田中　大貴            ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ              8 男子 バタフライ  100m    51.19

9 男子 バタフライ  200m  1:52.31

大橋　悠依            ｵｵﾊｼ ﾕｲ               10 女子 バタフライ  100m    58.57

11 女子 個人メドレー  200m  2:08.52

13603
氏名: カナ: 学校:No.:

ＳＡＴ雪ヶ谷    
性別: 申込種目:

加藤　颯都            ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ               小学（4）1 男子

小林　渚咲            ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞｻ            小学（6）2 女子

芹澤琥太朗            ｾﾘｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ            小学（4）3 男子

冨田　珠卯            ﾄﾐﾀ ｼｭｳ               小学（5）4 女子

柿元省太郎            ｶｷﾓﾄ ｾｲﾀﾛｳ            小学（5）5 男子 バタフライ   50m    31.60

江口　　怜            ｴｸﾞﾁ ﾚｲ               小学（4）6 男子 背泳ぎ   50m    33.55

平本　有志            ﾋﾗﾓﾄ ﾕｳｼ              小学（4）7 男子 平泳ぎ   50m    39.12

谷口　　漣            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾝ              小学（5）8 女子 背泳ぎ   50m    31.62

小学（5）9 女子 平泳ぎ   50m    36.14

小学（5）10 女子 個人メドレー  200m  2:27.76

中野日夏乃            ﾅｶﾉ ﾋﾅﾉ               小学（5）11 女子 背泳ぎ   50m    31.45

藪　　珠乃            ﾔﾌﾞ ｼﾞｭﾉ              小学（4）12 女子 背泳ぎ   50m    32.14

小学（4）13 女子 平泳ぎ   50m    37.60

小学（4）14 女子 バタフライ   50m    31.49

13606
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ東京       
性別: 申込種目:

川島　朝陽            ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ              高校（3）1 男子 平泳ぎ  100m  1:02.59

高校（3）2 男子 平泳ぎ  200m  2:11.81

西松　寛和            ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ            高校（2）3 男子 自由形   50m    23.76

南雲　陽人            ﾅｸﾞﾓ ﾊﾙﾄ              高校（1）4 男子 自由形   50m    24.28

高校（1）5 男子 自由形  100m    52.12

有川　萌結            ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ               高校（3）6 女子 個人メドレー  200m  2:16.34

高校（3）7 女子 個人メドレー  400m  4:47.63

徳永　結夢            ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ              高校（3）8 女子 自由形   50m    27.33

高校（3）9 女子 背泳ぎ   50m    29.26

高校（3）10 女子 バタフライ   50m    27.54

高校（3）11 女子 バタフライ  100m  1:01.37

宮本　佳奈            ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ               高校（3）12 女子 背泳ぎ  100m  1:02.30

高校（3）13 女子 バタフライ  100m  1:01.18

田村　真優            ﾀﾑﾗ ﾏﾕ                高校（2）14 女子 自由形  100m    56.15

高校（2）15 女子 自由形  200m  2:03.11

高校（2）16 女子 バタフライ  100m  1:01.48

今野里沙子            ｺﾝﾉ ﾘｻｺ               中学（2）17 女子 自由形  100m    57.90

中学（2）18 女子 自由形  200m  2:04.30

中学（2）19 女子 自由形  400m  4:18.69
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13607
氏名: カナ: 学校:No.:

VALUE SS        
性別: 申込種目:

加藤　優和            ｶﾄｳ ﾕｳﾜ               中学（1）1 男子 平泳ぎ  200m  2:21.86

伊藤ななみ            ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ               高校（2）2 女子 背泳ぎ   50m    29.58

高校（2）3 女子 背泳ぎ  100m  1:00.00

高校（2）4 女子 背泳ぎ  200m  2:16.40

13611
氏名: カナ: 学校:No.:

板橋体協ﾄﾞｰﾑ    
性別: 申込種目:

山本　莉那            ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ               中学（3）1 女子 平泳ぎ  100m  1:09.88

中学（3）2 女子 平泳ぎ  200m  2:30.64

13613
氏名: カナ: 学校:No.:

東京ＤＣ桜台    
性別: 申込種目:

速水　俊輔            ﾊﾔﾐ ｼｭﾝｽｹ             高校（3）1 男子 自由形   50m    23.85

高校（3）2 男子 背泳ぎ   50m    26.66

嶋田　大海            ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ             高校（1）3 男子 背泳ぎ   50m    27.17

高校（1）4 男子 背泳ぎ  100m    57.62

高校（1）5 男子 背泳ぎ  200m  2:04.29

梶　　良介            ｶｼﾞ ﾘｮｳｽｹ             高校（1）6 男子 自由形   50m    24.22

田中　來良            ﾀﾅｶ ｸﾗ                小学（6）7 女子 自由形   50m    27.60

中村　　葵            ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ              小学（3）8 女子 背泳ぎ   50m    35.30

小学（3）9 女子 バタフライ   50m    33.19

13622
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       
性別: 申込種目:

名倉　杏璃            ﾅｸﾞﾗ ｱﾝﾘ              小学（6）1 女子

山本　佳奈            ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ               小学（5）2 女子

名倉　碧乃            ﾅｸﾞﾗ ｱｵﾉ              中学（2）3 女子 個人メドレー  400m  4:52.96

栗本かれん            ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ              中学（2）4 女子 背泳ぎ   50m    29.31

中学（2）5 女子 背泳ぎ  100m  1:03.51

佐藤　桜羽            ｻﾄｳ ﾐｳ                中学（1）6 女子 自由形   50m    27.26

中学（1）7 女子 自由形  100m    58.12

中学（1）8 女子 背泳ぎ   50m    31.20

日名子凛菜            ﾋﾅｺﾞ ﾘﾝﾅ              小学（6）9 女子 自由形   50m    27.51

小学（6）10 女子 自由形  100m    59.68

小学（6）11 女子 背泳ぎ   50m    30.98

桝谷　香帆            ﾏｽﾀﾆ ｶﾎ               小学（6）12 女子 自由形   50m    27.46

小学（6）13 女子 平泳ぎ   50m    34.62

小学（6）14 女子 平泳ぎ  100m  1:13.99

小学（6）15 女子 個人メドレー  200m  2:26.85

常山　和紗            ﾂﾈﾔﾏ ｶｽﾞｻ             小学（6）16 女子 背泳ぎ   50m    30.62

小学（6）17 女子 バタフライ   50m    29.61

小学（6）18 女子 バタフライ  100m  1:06.00
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13630
氏名: カナ: 学校:No.:

MTR             
性別: 申込種目:

篠塚　若葉            ｼﾉﾂﾞｶ ﾜｶﾊﾞ            中学（3）1 女子

松尾　千椰            ﾏﾂｵ ﾁﾔ                中学（2）2 女子

中塚　健太            ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ              3 男子 バタフライ   50m    24.63

横内鼓太郎            ﾖｺｳﾁ ｺﾀﾛｳ             高校（3）4 男子 バタフライ   50m    25.30

高校（3）5 男子 バタフライ  100m    54.91

目黒夕梨花            ﾒｸﾞﾛ ﾕﾘｶ              中学（2）6 女子 自由形   50m    27.28

中学（2）7 女子 自由形  100m    57.83

横内　日依            ﾖｺｳﾁ ﾋﾖﾘ              中学（2）8 女子 自由形   50m    26.76

中学（2）9 女子 自由形  100m    58.15

中学（2）10 女子 平泳ぎ   50m    33.80

中学（2）11 女子 バタフライ   50m    28.60

13633
氏名: カナ: 学校:No.:

マック日野      
性別: 申込種目:

岩田　煌琉            ｲﾜﾀ ｷﾗﾙ               中学（2）1 男子 背泳ぎ   50m    27.81

中学（2）2 男子 背泳ぎ  100m  1:00.67

中学（2）3 男子 背泳ぎ  200m  2:12.25

13635
氏名: カナ: 学校:No.:

USM             
性別: 申込種目:

渡部香生子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ             1 女子 平泳ぎ  100m  1:06.97

2 女子 平泳ぎ  200m  2:25.07

13639
氏名: カナ: 学校:No.:

東京ドーム      
性別: 申込種目:

長谷川涼香            ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ            1 女子 バタフライ   50m    26.97

2 女子 バタフライ  100m    57.54

3 女子 バタフライ  200m  2:04.78

13644
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ墨田区     
性別: 申込種目:

小倉　真子            ｵｸﾞﾗ ﾏｺ               中学（1）1 女子 自由形  100m    58.68

中学（1）2 女子 バタフライ  200m  2:19.04

13649
氏名: カナ: 学校:No.:

南光ＳＳ        
性別: 申込種目:

城戸　裕貴            ｷﾄﾞ ﾕｳｷ               高校（3）1 男子 バタフライ   50m    25.63

横田　篤郎            ﾖｺﾀ ｱﾂﾛｳ              高校（2）2 男子 平泳ぎ   50m    29.57

13653
氏名: カナ: 学校:No.:

ロンド成増      
性別: 申込種目:

渡辺　迅音            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ             小学（6）1 男子 バタフライ   50m    29.00

小学（6）2 男子 バタフライ  100m  1:03.26

小学（6）3 男子 個人メドレー  200m  2:20.00

恒吉もも香            ﾂﾈﾖｼ ﾓﾓｶ              小学（6）4 女子 自由形  100m  1:00.43

小学（6）5 女子 自由形  200m  2:10.75

小学（6）6 女子 平泳ぎ   50m    34.78
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13657
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ昭和の森    
性別: 申込種目:

関　　　仁            ｾｷ ｼﾞﾝ                小学（6）1 男子 自由形   50m    27.11

安芸　桜音            ｱｷ ﾓﾓﾈ                小学（5）2 女子 個人メドレー  200m  2:28.33

花木　奏海            ﾊﾅｷ ｶﾅﾐ               小学（4）3 女子 背泳ぎ   50m    33.54

小学（4）4 女子 バタフライ   50m    31.57

13664
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ八王子    
性別: 申込種目:

中島千咲代            ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾖ             大学（3）1 女子 自由形  400m  4:16.30

大学（3）2 女子 自由形  800m  8:44.80

石田　瑠海            ｲｼﾀﾞ ﾙｶ               大学（2）3 女子 背泳ぎ  100m  1:02.69

大学（2）4 女子 背泳ぎ  200m  2:15.65

松野仁衣奈            ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ               大学（1）5 女子 自由形  400m  4:11.96

大学（1）6 女子 自由形  800m  8:36.37

熊谷　美希            ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ              中学（3）7 女子 バタフライ  100m  1:00.80

中学（3）8 女子 バタフライ  200m  2:16.00

谷川千紗翔            ﾀﾆｶﾞﾜ ﾁｻﾄ             小学（6）9 女子 自由形  200m  2:08.96

小学（6）10 女子 個人メドレー  200m  2:25.08

13670
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ富士見台    
性別: 申込種目:

大岩真海羽            ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ              中学（3）1 男子 平泳ぎ   50m    29.94

中学（3）2 男子 平泳ぎ  100m  1:03.63

中学（3）3 男子 平泳ぎ  200m  2:14.68

ベイカー大和          ﾍﾞｲｶｰ ﾔﾏﾄ             中学（2）4 男子 平泳ぎ  200m  2:18.55

杉本　隼弥            ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾔ            小学（3）5 男子 平泳ぎ   50m    38.60

小学（3）6 男子 バタフライ   50m    33.65

轟　　陽菜            ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾅ              高校（3）7 女子 背泳ぎ   50m    29.84

高校（3）8 女子 背泳ぎ  200m  2:16.69

福岡　由唯            ﾌｸｵｶ ﾕｲ               中学（3）9 女子 自由形  100m    56.87

中学（3）10 女子 自由形  200m  2:02.57

関田　桜咲            ｾｷﾀ ｵｳｻ               小学（4）11 女子 平泳ぎ   50m    37.62

13674
氏名: カナ: 学校:No.:

ルネサンス      
性別: 申込種目:

豊山　就介            ﾄﾖﾔﾏ ｼｭｳｽｹ            大学（1）1 男子 平泳ぎ   50m    28.67

荻野倖太朗            ｵｷﾞﾉ ｺｳﾀﾛｳ            大学（1）2 男子 バタフライ  200m  1:58.00

山本茉由佳            ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ              3 女子 自由形   50m    25.25

4 女子 自由形  100m    55.94

池江璃花子            ｲｹｴ ﾘｶｺ               大学（4）5 女子 自由形  100m    53.86

大学（4）6 女子 バタフライ  100m    58.79

阿部　恋奈            ｱﾍﾞ ｺｺﾅ               大学（1）7 女子 平泳ぎ   50m    32.86

大学（1）8 女子 平泳ぎ  100m  1:10.94

星　萌々花            ﾎｼ ﾓﾓｶ                大学（1）9 女子 平泳ぎ   50m    31.54

大学（1）10 女子 平泳ぎ  100m  1:09.46

13675
氏名: カナ: 学校:No.:

SWANS           
性別: 申込種目:

江原　騎士            ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ               1 男子 自由形  200m  1:47.37

2 男子 自由形  400m  3:48.39

森山　幸美            ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ              3 女子 自由形  400m  4:09.12

4 女子 自由形  800m  8:27.39
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13681
氏名: カナ: 学校:No.:

マリン舎人      
性別: 申込種目:

桐山　真葵            ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ               高校（2）1 男子 自由形  100m    50.51

高校（2）2 男子 自由形  200m  1:48.84

高校（2）3 男子 自由形  400m  3:51.77

山片　美羽            ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐｳ              小学（5）4 女子 自由形   50m    28.05

小学（5）5 女子 自由形  100m  1:00.77

13686
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ府中       
性別: 申込種目:

柚木　俊介            ﾕｷﾞ ｼｭﾝｽｹ             中学（2）1 男子 バタフライ  200m  2:06.69

高橋　心花            ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾅ              中学（3）2 女子 背泳ぎ   50m    29.56

今村　まい            ｲﾏﾑﾗ ﾏｲ               中学（1）3 女子 バタフライ   50m    28.37

中学（1）4 女子 バタフライ  100m  1:01.73

中学（1）5 女子 バタフライ  200m  2:18.53

百井　結香            ﾓﾓｲ ﾕｲｶ               小学（6）6 女子 バタフライ   50m    29.35

小学（6）7 女子 バタフライ  100m  1:05.28

13688
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン東京    
性別: 申込種目:

古畑　海生            ﾌﾙﾊﾀ ｶｲｷ              1 男子 自由形  400m  3:46.92

2 男子 自由形 1500m 14:53.79

井本　一輝            ｲﾓﾄ ｲｯｷ               大学（3）3 男子 自由形  400m  3:48.71

大学（3）4 男子 自由形 1500m 15:06.19

本多　　灯            ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾙ              大学（3）5 男子 バタフライ  100m    51.72

大学（3）6 男子 バタフライ  200m  1:52.70

大学（3）7 男子 個人メドレー  400m  4:10.93

緒方　温菜            ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ              大学（3）8 女子 平泳ぎ  100m  1:06.64

大学（3）9 女子 平泳ぎ  200m  2:23.85

池本　凪沙            ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ             大学（2）10 女子 自由形  100m    53.49

大学（2）11 女子 自由形  200m  1:55.52

大学（2）12 女子 バタフライ  100m    57.74

川縁　　茜            ｶﾜﾍﾞﾘ ｱｶﾈ             大学（1）13 女子 平泳ぎ  100m  1:08.50

大学（1）14 女子 平泳ぎ  200m  2:24.14

13695
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｔ・HIRO'S      
性別: 申込種目:

川村　穂華            ｶﾜﾑﾗ ﾎﾉｶ              中学（1）1 女子 自由形  200m  2:06.44

清水さやか            ｼﾐｽﾞ ｻﾔｶ              中学（1）2 女子 自由形  100m    57.95

中学（1）3 女子 自由形  200m  2:04.55

中学（1）4 女子 バタフライ  100m  1:02.69

中学（1）5 女子 個人メドレー  200m  2:18.42

本城　杏和            ﾎﾝｼﾞｮｳ ｱﾝﾅ            小学（2）6 女子 背泳ぎ   50m    35.42

13703
氏名: カナ: 学校:No.:

Ｔ＆Ｇ          
性別: 申込種目:

五十嵐千尋            ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ             1 女子 自由形   50m    25.05

2 女子 自由形  100m    54.80

13704
氏名: カナ: 学校:No.:

新東工業東京    
性別: 申込種目:

安江　貴哉            ﾔｽｴ ﾀｶﾔ               1 男子 バタフライ   50m    23.71

2 男子 バタフライ  100m    52.12
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13708
氏名: カナ: 学校:No.:

FIET            
性別: 申込種目:

髙安　　亮            ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ              1 男子 バタフライ   50m    23.52

2 男子 バタフライ  100m    51.81

13712
氏名: カナ: 学校:No.:

KIZAWA          
性別: 申込種目:

木澤理寿夢            ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ             1 女子 バタフライ   50m    27.20

13717
氏名: カナ: 学校:No.:

さわかみ財団    
性別: 申込種目:

松村　優樹            ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ              1 男子 平泳ぎ   50m    27.68

2 男子 平泳ぎ  100m  1:01.01

13728
氏名: カナ: 学校:No.:

三谷産業        
性別: 申込種目:

毛利　　衛            ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ               1 男子 平泳ぎ  100m  1:01.31

2 男子 平泳ぎ  200m  2:11.06

13732
氏名: カナ: 学校:No.:

オーエンス      
性別: 申込種目:

竹田　渉瑚            ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ            1 男子 自由形 1500m 15:03.83

13742
氏名: カナ: 学校:No.:

山口保安東京    
性別: 申込種目:

齊藤　　凌            ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ              1 男子 自由形  200m  1:49.00

2 男子 自由形  400m  3:52.00

13743
氏名: カナ: 学校:No.:

大和ハウス      
性別: 申込種目:

坂井孝士郎            ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ             1 男子 自由形   50m    22.14

2 男子 自由形  100m    48.65

13749
氏名: カナ: 学校:No.:

あいおいﾆｯｾｲ    
性別: 申込種目:

幌村　　尚            ﾎﾛﾑﾗ ﾅｵ               1 男子 バタフライ  100m    52.65

2 男子 バタフライ  200m  1:57.55

牧野　紘子            ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ               3 女子 バタフライ  100m    58.27

4 女子 バタフライ  200m  2:09.43

13755
氏名: カナ: 学校:No.:

木下グループ    
性別: 申込種目:

南出　大伸            ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾀｲｼﾝ            1 男子 自由形 1500m 15:07.16

13767
氏名: カナ: 学校:No.:

八洲電業社      
性別: 申込種目:

内藤　良太            ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ             1 男子 背泳ぎ  100m    54.69

2 男子 背泳ぎ  200m  1:59.10

13775
氏名: カナ: 学校:No.:

THE STAR        
性別: 申込種目:

前島　遼太            ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ            1 男子 背泳ぎ  100m    55.53

13780
氏名: カナ: 学校:No.:

エバニュー      
性別: 申込種目:

佐藤　雄太            ｻﾄｳ ﾕｳﾀ               1 男子 平泳ぎ   50m    28.50
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13785
氏名: カナ: 学校:No.:

ミキハウス      
性別: 申込種目:

武良　竜也            ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ               1 男子 平泳ぎ  100m    59.31

2 男子 平泳ぎ  200m  2:07.58

寺田　拓未            ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ              3 男子 バタフライ  100m    52.77

4 男子 バタフライ  200m  1:55.21

鈴木　聡美            ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ              5 女子 平泳ぎ  100m  1:07.55

6 女子 平泳ぎ  200m  2:26.04

相馬　あい            ｿｳﾏ ｱｲ                7 女子 バタフライ   50m    25.76

8 女子 バタフライ  100m    58.23

13801
氏名: カナ: 学校:No.:

ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ        
性別: 申込種目:

清水　博斗            ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ              大学（1）1 男子 自由形  200m  1:49.58

大学（1）2 男子 自由形  400m  3:53.04

森　　拓海            ﾓﾘ ﾀｸﾐ                大学（1）3 男子 自由形  100m    49.77

大学（1）4 男子 背泳ぎ   50m    25.73

大学（1）5 男子 バタフライ  100m    53.89

宮坂　倖乃            ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ              大学（4）6 女子 平泳ぎ   50m    31.22

大学（4）7 女子 平泳ぎ  100m  1:07.04

大学（4）8 女子 平泳ぎ  200m  2:25.54

岡田　侑奈            ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ               大学（3）9 女子 平泳ぎ   50m    31.79

大学（3）10 女子 平泳ぎ  100m  1:08.53

大学（3）11 女子 平泳ぎ  200m  2:29.78

13818
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾂｶｻﾄﾞﾙﾌｨﾝ       
性別: 申込種目:

川根　正大            ｶﾜﾈ ﾏｻﾋﾛ              1 男子 自由形   50m    22.20

2 男子 自由形  100m    49.40

13835
氏名: カナ: 学校:No.:

ｷﾀｼﾞﾏｱｸｱﾃｨｸｽ    
性別: 申込種目:

関　　海哉            ｾｷ ｶｲﾔ                1 男子 自由形  100m    48.87

2 男子 バタフライ  100m    52.53

13989
氏名: カナ: 学校:No.:

ハイデイ日高    
性別: 申込種目:

菊地　　蓮            ｷｸﾁ ﾚﾝ                1 男子 自由形  100m    50.00

13994
氏名: カナ: 学校:No.:

ミツウロコ      
性別: 申込種目:

松元　克央            ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ             1 男子 自由形  200m  1:44.65

2 男子 バタフライ  100m    51.18
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14002
氏名: カナ: 学校:No.:

湘南工大附      
性別: 申込種目:

渋谷　帆想            ｼﾌﾞﾔ ﾎﾉﾝ              高校（3）1 男子 自由形  400m  3:52.16

スコット龍海          ｽｺｯﾄ ﾀﾂﾐ              高校（3）2 男子 自由形  100m    49.01

高校（3）3 男子 自由形  200m  1:46.46

西村　優雅            ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｶﾞ             高校（2）4 男子 背泳ぎ  100m    55.88

高校（2）5 男子 背泳ぎ  200m  2:03.01

髙下　瑠唯            ﾀｶｼﾀ ﾙｲ               高校（2）6 男子 バタフライ  100m    54.89

高校（2）7 男子 バタフライ  200m  1:59.59

篠原　　煌            ｼﾉﾊﾗ ｷﾗ               高校（2）8 男子 平泳ぎ  100m  1:03.60

高校（2）9 男子 平泳ぎ  200m  2:14.68

小林　嶺臣            ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ              高校（1）10 男子 自由形  200m  1:51.45

風間　陽太            ｶｻﾞﾏ ﾋﾅﾀ              高校（1）11 男子 個人メドレー  200m  2:03.23

北島　拓馬            ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾏ             高校（1）12 男子 自由形  100m    52.45

首藤　優里            ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ             高校（1）13 女子 自由形   50m    26.72

高校（1）14 女子 自由形  100m    57.55

先川原幸奈            ｻｷｶﾞﾜﾗ ｺﾅ             高校（1）15 女子 バタフライ  100m  1:01.16

高校（1）16 女子 個人メドレー  200m  2:16.21

横田　心愛            ﾖｺﾀ ｺｺｱ               高校（1）17 女子 平泳ぎ  100m  1:09.29

高校（1）18 女子 平泳ぎ  200m  2:26.38

14057
氏名: カナ: 学校:No.:

日大藤沢        
性別: 申込種目:

神尾　至輝            ｶﾐｵ ｼｷ                高校（3）1 男子 バタフライ   50m    24.86

北澤　博貴            ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛｷ             高校（2）2 男子 自由形  200m  1:49.67

加藤慧太朗            ｶﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ             高校（1）3 男子 平泳ぎ  100m  1:01.88

岩瀬　智也            ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ               高校（1）4 男子 自由形   50m    24.23

山本けいと            ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ              高校（3）5 女子 自由形   50m    26.38

高校（3）6 女子 バタフライ  100m    59.72

14101
氏名: カナ: 学校:No.:

桐蔭学園        
性別: 申込種目:

安立　胡春            ｱﾀﾞﾁ ｺﾊﾙ              高校（3）1 女子 自由形   50m    26.03

高校（3）2 女子 自由形  100m    57.52

神部　莉乃            ｶﾝﾍﾞ ﾘﾉ               高校（2）3 女子 自由形   50m    26.14

高校（2）4 女子 バタフライ   50m    28.39

14517
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ林間      
性別: 申込種目:

森原　健斗            ﾓﾘﾊﾗ ｹﾝﾄ              高校（1）1 男子 平泳ぎ   50m    28.93

高校（1）2 男子 平泳ぎ  100m  1:02.10

萩原　　陽            ﾊｷﾞﾜﾗ ﾊﾙ              中学（2）3 男子 背泳ぎ  100m    58.31

中学（2）4 男子 背泳ぎ  200m  2:07.76

勝本　陸生            ｶﾂﾓﾄ ﾘｸｵ              中学（1）5 男子 自由形   50m    24.97

中学（1）6 男子 背泳ぎ   50m    26.61

中学（1）7 男子 背泳ぎ  100m    58.23

中学（1）8 男子 背泳ぎ  200m  2:07.90

林　　志築            ﾊﾔｼ ｼﾂﾞｷ              小学（3）9 男子 自由形   50m    30.77

鈴木　　遙            ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ              高校（2）10 女子 自由形  200m  2:04.54

佐々木萌花            ｻｻｷ ﾎﾉｶ               中学（3）11 女子 バタフライ  100m  1:01.70
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14526
氏名: カナ: 学校:No.:

鎌倉ＳＳ        
性別: 申込種目:

河内　僚海            ｶﾜｳﾁ ﾘｮｳ              中学（2）1 男子 背泳ぎ  200m  2:06.71

菅　　心寧            ｽｶﾞ ｺｺﾈ               高校（1）2 女子 バタフライ  100m  1:00.25

高校（1）3 女子 バタフライ  200m  2:12.43

曽宮　桜良            ｿﾐﾔ ｻｸﾗ               小学（4）4 女子 自由形   50m    29.65

小学（4）5 女子 バタフライ   50m    31.74

14530
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈中ＳＳ      
性別: 申込種目:

大塚　　心            ｵｵﾂｶ ｼﾝ               高校（2）1 男子 個人メドレー  400m  4:18.97

田中　大翔            ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ               高校（2）2 男子 個人メドレー  200m  2:00.95

高校（2）3 男子 個人メドレー  400m  4:17.59

大幸　寛知            ﾀﾞｲｺｳ ｶﾝｼﾞ            高校（1）4 男子 平泳ぎ  200m  2:09.54

高校（1）5 男子 個人メドレー  400m  4:19.64

中野　輝音            ﾅｶﾉ ｷﾗ                中学（2）6 男子 個人メドレー  400m  4:30.01

14547
氏名: カナ: 学校:No.:

TSSあざみ野     
性別: 申込種目:

中川　航希            ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｷ             小学（5）1 男子 背泳ぎ   50m    32.72

小学（5）2 男子 個人メドレー  200m  2:26.17

佐々木心映            ｻｻｷ ｺｺｴ               高校（1）3 女子 自由形  400m  4:14.26

佐々木悠乃            ｻｻｷ ﾊﾙﾉ               中学（1）4 女子 自由形   50m    27.06

中学（1）5 女子 自由形  100m    58.28

中学（1）6 女子 自由形  200m  2:06.08

山口　咲希            ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ              中学（1）7 女子 平泳ぎ  200m  2:33.20

中学（1）8 女子 個人メドレー  200m  2:19.72

中学（1）9 女子 個人メドレー  400m  4:53.37

14549
氏名: カナ: 学校:No.:

ＯＣＥＡＮ      
性別: 申込種目:

佐々木　駿            ｻｻｷ ｼｭﾝ               大学（3）1 男子 自由形  100m    48.76

14550
氏名: カナ: 学校:No.:

トピーアヤセ    
性別: 申込種目:

吉川　隼人            ｷﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ              中学（2）1 男子

添田龍ノ介            ｿｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ           中学（2）2 男子

吉田　大起            ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ             高校（1）3 男子 自由形   50m    23.04

高校（1）4 男子 バタフライ   50m    24.54

石本　大道            ｲｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ             高校（1）5 男子 自由形   50m    24.27

荒関　星良            ｱﾗｾﾞｷ ｾｲﾗ             中学（2）6 男子 平泳ぎ   50m    30.99

田中　璃空            ﾀﾅｶ ﾘｸ                中学（2）7 男子 自由形   50m    24.38

中学（2）8 男子 バタフライ   50m    25.77

増渕　　翼            ﾏｽﾌﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ            中学（1）9 男子 バタフライ   50m    28.10

14557
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ海老名    
性別: 申込種目:

渡邉　海志            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲｼ             小学（6）1 男子 自由形   50m    26.46
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14560
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ新百合丘    
性別: 申込種目:

伊勢　空翔            ｲｾ ﾀｶﾄ                高校（2）1 男子 自由形   50m    23.65

高校（2）2 男子 自由形  100m    50.85

高校（2）3 男子 バタフライ   50m    24.43

葛西　颯玖            ｶｻｲ ｿｳｷ               高校（2）4 男子 バタフライ  100m    55.54

高校（2）5 男子 個人メドレー  200m  2:02.35

大川　生流            ｵｵｶﾜ ﾊﾙ               高校（1）6 男子 平泳ぎ  100m  1:03.01

高校（1）7 男子 平泳ぎ  200m  2:13.43

丸山　翔大            ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ             中学（2）8 男子 バタフライ  100m    57.50

中学（2）9 男子 バタフライ  200m  2:04.65

髙橋　春仁            ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ              小学（5）10 男子 平泳ぎ  100m  1:14.72

水野　恵斗            ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾄ              小学（4）11 男子 個人メドレー  200m  2:35.44

戸津川莉央            ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ               高校（1）12 女子 背泳ぎ  100m  1:00.91

森下　星直            ﾓﾘｼﾀ ｾﾅ               中学（3）13 女子 バタフライ  100m  1:01.46

金井亜緒依            ｶﾅｲ ｱｵｲ               中学（2）14 女子 平泳ぎ   50m    33.33

中学（2）15 女子 平泳ぎ  200m  2:30.81

14564
氏名: カナ: 学校:No.:

ｲﾄﾏﾝ横須賀      
性別: 申込種目:

松原　光佑            ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ            高校（3）1 男子 自由形   50m    22.12

古賀　華泳            ｺｶﾞ ﾊﾅｴ               中学（3）2 女子 バタフライ   50m    27.39

中学（3）3 女子 バタフライ  100m  1:00.42

14572
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ横浜       
性別: 申込種目:

藤林　大耀            ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾖｳ          高校（1）1 男子 自由形  200m  1:50.68

高校（1）2 男子 自由形  400m  3:55.37

阿部　力樹            ｱﾍﾞ ﾘｷ                高校（1）3 男子 個人メドレー  200m  2:01.88

高校（1）4 男子 個人メドレー  400m  4:17.96

打出　晴大            ｳﾁｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ             中学（3）5 男子 バタフライ  100m    55.68

中学（3）6 男子 バタフライ  200m  2:03.88

横尾　祐太            ﾖｺｵ ﾕｳﾀ               中学（2）7 男子 バタフライ  100m    58.04

畑中　　蓮            ﾊﾀﾅｶ ﾚﾝ               小学（6）8 男子 平泳ぎ   50m    32.29

小学（6）9 男子 平泳ぎ  100m  1:10.82

上野　暖真            ｳｴﾉ ﾊﾙﾏ               小学（5）10 男子 平泳ぎ   50m    33.70

小学（5）11 男子 平泳ぎ  100m  1:13.66

井上　　桃            ｲﾉｳｴ ﾓﾓ               小学（5）12 女子 平泳ぎ  100m  1:15.70

鹿野　友果            ｼｶﾉ ﾄﾓｶ               小学（4）13 女子 バタフライ   50m    31.88

小学（4）14 女子 個人メドレー  200m  2:33.60

14579
氏名: カナ: 学校:No.:

横浜サクラ      
性別: 申込種目:

三井　愛梨            ﾐﾂｲ ｱｲﾘ               高校（3）1 女子 バタフライ  100m    58.67

高校（3）2 女子 バタフライ  200m  2:07.82

14589
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン横浜    
性別: 申込種目:

阿部　晃也            ｱﾍﾞ ｺｳﾔ               大学（1）1 男子 平泳ぎ  200m  2:14.25
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14602
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン多摩    
性別: 申込種目:

西森勇太朗            ﾆｼﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ            高校（1）1 男子 バタフライ  200m  2:01.07

池田　麗心            ｲｹﾀﾞ ﾘﾐ               高校（1）2 女子 背泳ぎ  200m  2:16.49

清水　心遥            ｼﾐｽﾞ ｺﾊﾙ              小学（6）3 女子 背泳ぎ   50m    30.62

小学（6）4 女子 個人メドレー  200m  2:23.92

14628
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       
性別: 申込種目:

渡辺　裕太            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ             高校（3）1 男子 自由形  200m  1:50.26

高校（3）2 男子 個人メドレー  200m  2:01.03

齋藤　　龍            ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ              中学（3）3 男子 平泳ぎ  100m  1:03.54

中学（3）4 男子 平泳ぎ  200m  2:14.39

曳地　凌介            ﾋｷﾁ ﾘｮｳｽｹ             中学（2）5 男子 自由形  100m    54.50

中学（2）6 男子 自由形  200m  1:58.09

水野　　響            ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ             高校（3）7 女子 平泳ぎ  100m  1:11.50

高校（3）8 女子 平泳ぎ  200m  2:29.48

野井　珠稀            ﾉｲ ﾀﾏｷ                高校（3）9 女子 個人メドレー  200m  2:13.74

高校（3）10 女子 個人メドレー  400m  4:42.48

中澤　海凪            ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅ              高校（2）11 女子 平泳ぎ  100m  1:09.08

高校（2）12 女子 平泳ぎ  200m  2:25.57

宍戸　梨穂            ｼｼﾄﾞ ﾘﾎ               高校（1）13 女子 自由形  100m    57.07

高校（1）14 女子 自由形  200m  2:02.25

亀井　彩華            ｶﾒｲ ｻﾔｶ               高校（1）15 女子 自由形   50m    26.02

高校（1）16 女子 平泳ぎ   50m    32.30

高校（1）17 女子 平泳ぎ  100m  1:11.92

山本　千晶            ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ              高校（1）18 女子 背泳ぎ  100m  1:01.03

高校（1）19 女子 背泳ぎ  200m  2:10.64

石川　結菜            ｲｼｶﾜ ﾕｲﾅ              中学（3）20 女子 平泳ぎ  100m  1:10.58

中学（3）21 女子 平泳ぎ  200m  2:31.68

小林久奈乃            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾉ             中学（2）22 女子 自由形  200m  2:05.28

中学（2）23 女子 自由形  400m  4:23.14

八木　陽夏            ﾔｷﾞ ﾋﾅﾂ               小学（6）24 女子 自由形   50m    27.31

小学（6）25 女子 平泳ぎ   50m    35.00

小学（6）26 女子 平泳ぎ  100m  1:14.48

門間　椎南            ﾓﾝﾏ ｼｲﾅ               小学（6）27 女子 背泳ぎ   50m    30.54

小学（6）28 女子 背泳ぎ  100m  1:05.96

小学（6）29 女子 個人メドレー  200m  2:21.65
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14631
氏名: カナ: 学校:No.:

ATSC.YW         
性別: 申込種目:

北島龍之介            ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ          大学（3）1 男子 自由形  100m    49.08

鈴木　　翔            ｽｽﾞｷ ｼｮｳ              高校（3）2 男子 平泳ぎ   50m    29.28

高校（3）3 男子 平泳ぎ  100m  1:03.30

本橋　晴夢            ﾓﾄﾊｼ ﾊﾙﾑ              高校（2）4 男子 平泳ぎ   50m    29.61

高校（2）5 男子 平泳ぎ  100m  1:03.65

水上　夏鈴            ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾘﾝ             大学（1）6 女子 自由形  200m  1:59.70

河合　美紗            ｶﾜｲ ﾐｻ                高校（2）7 女子 平泳ぎ  100m  1:09.84

鈴木　莉緒            ｽｽﾞｷ ﾘｵ               高校（2）8 女子 自由形  100m    56.13

高校（2）9 女子 自由形  200m  2:02.82

太田　　煌            ｵｵﾀ ｷﾗ                高校（2）10 女子 バタフライ   50m    27.55

高校（2）11 女子 バタフライ  100m  1:00.94

岩崎　真依            ｲﾜｻｷ ﾏｲ               中学（3）12 女子 背泳ぎ  100m  1:00.68

平井　瑞希 ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ 高校（1）13 女子 自由形  100m    56.96

高校（1）14 女子 背泳ぎ   50m    28.81

高校（1）15 女子 バタフライ  100m    59.31

14635
氏名: カナ: 学校:No.:

ｾﾝﾄﾗﾙ戸塚
性別: 申込種目:

小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 大学（4）1 女子 自由形  200m  1:59.82

大学（4）2 女子 自由形  400m  4:09.34

大学（4）3 女子 個人メドレー  200m  2:13.71

大学（4）4 女子 個人メドレー  400m  4:40.16
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14645
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン港北    
性別: 申込種目:

上川畑　英            ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｴｲ            高校（3）1 男子 個人メドレー  200m  2:02.00

高校（3）2 男子 個人メドレー  400m  4:14.95

小笠原侑海            ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳﾏ            高校（1）3 男子 平泳ぎ  100m  1:02.17

上川畑　皇            ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀ ｵｳ            高校（1）4 男子 背泳ぎ  100m    55.51

高校（1）5 男子 背泳ぎ  200m  1:59.60

田中　　駿            ﾀﾅｶ ｼｭﾝ               中学（3）6 男子 個人メドレー  200m  2:03.22

中学（3）7 男子 個人メドレー  400m  4:22.64

川村　勇仁            ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ              中学（1）8 男子 背泳ぎ   50m    28.09

中学（1）9 男子 背泳ぎ  100m  1:00.25

中学（1）10 男子 背泳ぎ  200m  2:11.47

平林　弥真            ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ            小学（6）11 男子 自由形   50m    25.82

小学（6）12 男子 自由形  100m    58.62

小学（6）13 男子 背泳ぎ   50m    31.01

小学（6）14 男子 平泳ぎ   50m    32.47

天野　　祐            ｱﾏﾉ ﾕｳ                小学（5）15 男子 背泳ぎ   50m    31.51

堀上　綺良            ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ               大学（3）16 女子 個人メドレー  400m  4:50.15

木所美音楽            ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ            高校（1）17 女子 自由形  100m    56.44

高校（1）18 女子 バタフライ  100m  1:01.44

児玉　海生            ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ               中学（3）19 女子 バタフライ   50m    28.06

中学（3）20 女子 バタフライ  100m  1:01.03

中学（3）21 女子 バタフライ  200m  2:14.23

中学（3）22 女子 個人メドレー  400m  4:58.45

根岸　空希            ﾈｷﾞｼ ｿﾗﾈ              中学（2）23 女子 自由形   50m    26.79

中学（2）24 女子 自由形  100m    58.19

中学（2）25 女子 自由形  200m  2:05.24

中学（2）26 女子 個人メドレー  200m  2:20.84

松波　海凪            ﾏﾂﾅﾐ ﾐﾅｷﾞ             中学（2）27 女子 自由形   50m    26.76

妻木　唯凪            ﾂﾏｷ ﾕｲﾅ               中学（2）28 女子 バタフライ  100m  1:02.71

中学（2）29 女子 個人メドレー  200m  2:17.63

石川　真菜            ｲｼｶﾜ ﾏﾅ               中学（2）30 女子 平泳ぎ  100m  1:08.04

中学（2）31 女子 平泳ぎ  200m  2:32.87

中学（2）32 女子 バタフライ  100m  1:01.61

中学（2）33 女子 個人メドレー  200m  2:12.21

村上　心都            ﾑﾗｶﾐ ｺﾄ               中学（1）34 女子 バタフライ  100m  1:01.72

中学（1）35 女子 バタフライ  200m  2:16.11

中学（1）36 女子 個人メドレー  200m  2:18.79

中学（1）37 女子 個人メドレー  400m  4:54.85

本保花菜子            ﾓﾄﾔｽ ｶﾅｺ              中学（1）38 女子 自由形   50m    27.13

中学（1）39 女子 自由形  100m    59.08

中学（1）40 女子 自由形  200m  2:04.56

14647
氏名: カナ: 学校:No.:

ﾙﾈｻﾝｽ港南台     
性別: 申込種目:

持田　織映            ﾓﾁﾀﾞ ｵﾘｴ              中学（2）1 女子 平泳ぎ   50m    34.06

中学（2）2 女子 平泳ぎ  100m  1:11.01

吉川　海遥            ﾖｼｶﾜ ﾐﾊﾙ              小学（6）3 女子 自由形   50m    26.80

小学（6）4 女子 自由形  100m    59.24
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14700
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＦＥ京浜      
性別: 申込種目:

浜谷　憲周            ﾊﾏﾔ ｹﾝｼｭｳ             1 男子 バタフライ   50m    24.59

川﨑　　駿            ｶﾜｻｷ ｼｭﾝ              2 男子 自由形   50m    22.28

山田　泰也            ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ              3 男子 個人メドレー  200m  2:02.60

滝澤　有哉            ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ             4 男子 背泳ぎ  100m    56.29

西尾幸四郎            ﾆｼｵ ｺｳｼﾛｳ             5 男子 平泳ぎ   50m    27.83

上原　卓巳            ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ              6 男子 自由形  100m    50.42

7 男子 自由形  200m  1:49.85

落合すみれ            ｵﾁｱｲ ｽﾐﾚ              8 女子 バタフライ  200m  2:13.15

14704
氏名: カナ: 学校:No.:

富士通          
性別: 申込種目:

桜井　祐輝            ｻｸﾗｲ ﾋﾛｷ              1 男子 背泳ぎ   50m    26.08

岸　　一也            ｷｼ ｶｽﾞﾔ               2 男子 バタフライ   50m    24.33

14811
氏名: カナ: 学校:No.:

ここトラ        
性別: 申込種目:

藤森　太将            ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾏｻ            1 男子 個人メドレー  200m  1:56.20

14814
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大学AD    
性別: 申込種目:

古林　毬菜            ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ            1 女子 背泳ぎ  100m  1:02.00

2 女子 背泳ぎ  200m  2:13.00

14815
氏名: カナ: 学校:No.:

富士防          
性別: 申込種目:

阪本　祐也            ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ              1 男子 バタフライ   50m    23.66

2 男子 バタフライ  100m    51.98

3 男子 バタフライ  200m  1:57.74

15807
氏名: カナ: 学校:No.:

甲府ジュニア    
性別: 申込種目:

平嶋　蒼大            ﾋﾗｼﾏ ｿｳﾀ              中学（1）1 男子 自由形   50m    27.00

平嶋亜沙美            ﾋﾗｼﾏ ｱｻﾐ              中学（3）2 女子 背泳ぎ  100m  1:03.37

中学（3）3 女子 背泳ぎ  200m  2:13.07

17510
氏名: カナ: 学校:No.:

ダッシュ新潟    
性別: 申込種目:

石崎　慶祐            ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ            大学（4）1 男子 自由形  200m  1:48.50

髙﨑　有紀            ﾀｶｻｷ ﾕｷ               2 女子 平泳ぎ   50m    31.36

中野　未夢            ﾅｶﾉ ﾐﾕ                3 女子 バタフライ  100m    59.00

4 女子 バタフライ  200m  2:12.00

17597
氏名: カナ: 学校:No.:

ＮＳＰ          
性別: 申込種目:

坂　　登暉            ｻｶ ﾄｱｷ                1 男子 個人メドレー  200m  2:03.19

17605
氏名: カナ: 学校:No.:

東亞            
性別: 申込種目:

山中　祥輝            ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ              1 男子 平泳ぎ   50m    27.25

2 男子 平泳ぎ  100m    59.68
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17616
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟医福大職    
性別: 申込種目:

水沼　尚輝            ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ             1 男子 バタフライ   50m    23.32

2 男子 バタフライ  100m    50.81

田中　優弥            ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ               3 男子 バタフライ   50m    23.19

4 男子 バタフライ  100m    51.94

18504
氏名: カナ: 学校:No.:

ナントＳＣ      
性別: 申込種目:

平野　洋康            ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾔｽ              大学（1）1 男子 自由形   50m    22.40

大学（1）2 男子 背泳ぎ   50m    24.54

大学（1）3 男子 背泳ぎ  100m    52.39

中嶋　　碧            ﾅｶｼﾏ ｱｵ               中学（3）4 女子 平泳ぎ  100m  1:07.19

中学（3）5 女子 バタフライ  100m    59.09

中学（3）6 女子 個人メドレー  200m  2:09.77

中学（3）7 女子 個人メドレー  400m  4:33.17

19500
氏名: カナ: 学校:No.:

能美ＳＣ        
性別: 申込種目:

渡海　愛花            ﾄｶｲ ｱｲｶ               中学（3）1 女子 自由形   50m    26.21

中学（3）2 女子 自由形  100m    57.14

中学（3）3 女子 自由形  200m  2:05.09

中学（3）4 女子 背泳ぎ   50m    29.56

20503
氏名: カナ: 学校:No.:

コパンベル      
性別: 申込種目:

間所　大貴            ﾏﾄﾞｺﾛ ﾀｲｷ             大学（4）1 男子 自由形  100m    49.11

21643
氏名: カナ: 学校:No.:

富士ST          
性別: 申込種目:

磯江月希乃            ｲｿｴ ﾂｷﾉ               高校（3）1 女子 自由形   50m    26.71

高校（3）2 女子 自由形  100m    56.87

高校（3）3 女子 自由形  200m  2:01.64

21820
氏名: カナ: 学校:No.:

浜名湖ＳＳ      
性別: 申込種目:

増田　莉蔵            ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ               高校（2）1 男子 自由形   50m    23.78

高校（2）2 男子 自由形  100m    51.11

高校（2）3 男子 自由形  200m  1:51.83

鈴木　麻央            ｽｽﾞｷ ﾏｵ               高校（2）4 男子 自由形  200m  1:51.26

高校（2）5 男子 自由形  400m  3:57.97

鈴木　　颯            ｽｽﾞｷ ﾊｸ               中学（3）6 男子 自由形  100m    52.36

中学（3）7 男子 自由形  200m  1:51.68

宮崎　緒里            ﾐﾔｻﾞｷ ｲｵﾘ             中学（1）8 男子 平泳ぎ  200m  2:19.23

中学（1）9 男子 個人メドレー  200m  2:08.55

中学（1）10 男子 個人メドレー  400m  4:32.12

22015
氏名: カナ: 学校:No.:

愛知高          
性別: 申込種目:

橋本　英明            ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ            高校（1）1 男子 個人メドレー  200m  2:05.10

高校（1）2 男子 個人メドレー  400m  4:26.70
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22027
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ豊田      
性別: 申込種目:

岡田　弘斗            ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ              高校（2）1 男子 背泳ぎ  100m    54.92

高校（2）2 男子 バタフライ  100m    55.56

黒河内颯太            ｸﾛｺｳﾁ ｿｳﾀ             中学（2）3 男子 平泳ぎ   50m    30.49

中学（2）4 男子 平泳ぎ  100m  1:06.75

中学（2）5 男子 平泳ぎ  200m  2:16.28

福岡　佑月            ﾌｸｵｶ ﾕﾂﾞｷ             高校（1）6 女子 自由形   50m    25.95

高校（1）7 女子 自由形  100m    56.53

高校（1）8 女子 自由形  200m  2:02.90

井谷　朱里            ｲﾉﾀﾆ ｱｶﾘ              中学（1）9 女子 自由形   50m    27.30

中学（1）10 女子 バタフライ   50m    29.80

中学（1）11 女子 バタフライ  100m  1:04.51

三宅　恵奈            ﾐﾔｹ ｴﾅ                小学（4）12 女子 自由形   50m    29.94

小学（4）13 女子 バタフライ   50m    31.91

22056
氏名: カナ: 学校:No.:

ＴＯＹＯＴＡ    
性別: 申込種目:

川本　武史            ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ              1 男子 自由形   50m    22.62

2 男子 背泳ぎ   50m    24.88

3 男子 バタフライ   50m    23.26

4 男子 バタフライ  100m    51.72

渡辺　一平            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ           5 男子 平泳ぎ  100m  1:00.02

6 男子 平泳ぎ  200m  2:09.63

22209
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ蒲郡      
性別: 申込種目:

武内　佑緯            ﾌﾞﾅｲ ﾕｳｲ              高校（2）1 男子 バタフライ   50m    24.56

小山　優來            ｺﾔﾏ ﾕﾗ                中学（3）2 女子 自由形   50m    26.86

中学（3）3 女子 背泳ぎ   50m    29.18

22290
氏名: カナ: 学校:No.:

センジャパ      
性別: 申込種目:

新谷　一総            ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ              1 男子 平泳ぎ   50m    28.52
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22308
氏名: カナ: 学校:No.:

豊川高          
性別: 申込種目:

渡邉　真裕            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾋﾛ             高校（3）1 男子 個人メドレー  200m  2:02.02

高校（3）2 男子 個人メドレー  400m  4:17.15

吉良　皓稀            ｷﾗ ｺｳｷ                高校（2）3 男子 自由形  200m  1:48.47

高校（2）4 男子 自由形  400m  3:59.20

尾関　啓太            ｵｾﾞｷ ｹｲﾀ              高校（2）5 男子 自由形   50m    22.98

高校（2）6 男子 自由形  100m    51.62

和田　望実            ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ              高校（2）7 男子 平泳ぎ  100m  1:02.86

高校（2）8 男子 平泳ぎ  200m  2:15.53

西川　我咲            ﾆｼｶﾜ ｱｻｷ              高校（1）9 男子 個人メドレー  200m  2:02.13

高校（1）10 男子 個人メドレー  400m  4:18.66

土方　遥斗            ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ             高校（1）11 男子 バタフライ   50m    25.37

高校（1）12 男子 バタフライ  100m    54.96

山田　太陽            ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾖｳ             高校（1）13 男子 自由形   50m    23.82

高校（1）14 男子 自由形  100m    52.01

丸山　　隼            ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ              高校（1）15 男子 自由形  200m  1:51.14

高校（1）16 男子 自由形  400m  3:53.81

中原　　克            ﾅｶﾊﾗ ｽｸﾞﾙ             高校（1）17 男子 背泳ぎ   50m    24.82

高校（1）18 男子 背泳ぎ  100m    55.30

石渡　　遥            ｲｼﾜﾀ ﾖｳ               高校（3）19 女子 平泳ぎ  100m  1:09.00

高校（3）20 女子 平泳ぎ  200m  2:26.46

太田　紗彩            ｵｵﾀ ｻｱﾔ               高校（2）21 女子 バタフライ  100m  1:00.24

高校（2）22 女子 バタフライ  200m  2:11.79

鈴木　彩心            ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ              高校（2）23 女子 自由形  200m  1:59.20

高校（2）24 女子 背泳ぎ  200m  2:07.97

高校（2）25 女子 バタフライ  200m  2:08.07

高校（2）26 女子 個人メドレー  400m  4:32.96

鈴木　琴心            ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ              高校（2）27 女子 自由形  200m  2:00.73

高校（2）28 女子 自由形  400m  4:16.04

本間　七夏            ﾎﾝﾏ ﾅﾅｶ               高校（2）29 女子 平泳ぎ  200m  2:28.95

高校（2）30 女子 バタフライ  200m  2:12.72

高校（2）31 女子 個人メドレー  400m  4:46.55

谷口　　華            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ              高校（2）32 女子 平泳ぎ  100m  1:10.28

高校（2）33 女子 平泳ぎ  200m  2:30.77

安達　真美            ｱﾀﾞﾁ ﾏﾐ               高校（2）34 女子 個人メドレー  200m  2:16.01

高校（2）35 女子 個人メドレー  400m  4:46.83

花山　彩良            ﾊﾅﾔﾏ ｻﾗ               高校（2）36 女子 自由形  200m  2:01.41

高校（2）37 女子 自由形  400m  4:09.88

高校（2）38 女子 自由形  800m  8:32.75

米田　愛菜            ﾒﾀ ｱｲﾅ                高校（1）39 女子 個人メドレー  200m  2:17.25

高校（1）40 女子 個人メドレー  400m  4:50.52

有元　優菜            ｱﾘﾓﾄ ﾕｳﾅ              高校（1）41 女子 平泳ぎ  100m  1:11.49

高校（1）42 女子 平泳ぎ  200m  2:32.57

22358
氏名: カナ: 学校:No.:

アシスト蟹江    
性別: 申込種目:

佐藤　玄都            ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ               中学（2）1 男子 平泳ぎ  200m  2:19.31

中学（2）2 男子 個人メドレー  400m  4:31.60

39/50 ページ2023年1月21日 



ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３登録団体別申込種目一覧表

22418
氏名: カナ: 学校:No.:

林テレンプ      
性別: 申込種目:

高橋　美紀            ﾀｶﾊｼ ﾐｷ               1 女子 自由形   50m    25.39

2 女子 背泳ぎ   50m    28.05

3 女子 背泳ぎ  100m  1:00.75

4 女子 バタフライ   50m    26.40

22432
氏名: カナ: 学校:No.:

新東工業愛知    
性別: 申込種目:

難波　　暉            ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ              1 男子 自由形   50m    22.28

2 男子 自由形  100m    49.52

22433
氏名: カナ: 学校:No.:

ガスワン        
性別: 申込種目:

宮本　一平            ﾐﾔﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ            1 男子 個人メドレー  200m  1:59.80

2 男子 個人メドレー  400m  4:18.23

小西　杏奈            ｺﾆｼ ｱﾝﾅ               3 女子 背泳ぎ  100m  1:00.93

4 女子 背泳ぎ  200m  2:13.67

23073
氏名: カナ: 学校:No.:

津田学園        
性別: 申込種目:

石黒　智基            ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ             1 男子 自由形   50m    22.51

23091
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン名張    
性別: 申込種目:

永守　杏菜            ﾅｶﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ             中学（3）1 女子 背泳ぎ   50m    28.75

中学（3）2 女子 背泳ぎ  100m  1:02.51

24137
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ大垣      
性別: 申込種目:

大川　日菜            ｵｵｶﾜ ﾋﾅ               高校（3）1 女子 バタフライ   50m    28.30

高校（3）2 女子 バタフライ  100m  1:01.55

26505
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ伏見      
性別: 申込種目:

柿木奏之介            ｶｷﾉｷ ｿｳﾉｽｹ            高校（3）1 男子 自由形  100m    50.31

川中鼓太郎            ｶﾜﾅｶ ｺﾀﾛｳ             高校（1）2 男子 自由形  100m    50.58

高校（1）3 男子 自由形  200m  1:50.05

高校（1）4 男子 バタフライ   50m    25.43

宮崎　未優            ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾕｳ             高校（2）5 女子 個人メドレー  200m  2:15.54

高校（2）6 女子 個人メドレー  400m  4:47.01

酒井　幸愛            ｻｶｲ ｻｴ                中学（1）7 女子 バタフライ  200m  2:16.71

26559
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ八幡      
性別: 申込種目:

松本　晴大            ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾀ              中学（1）1 男子 バタフライ   50m    27.89

中学（1）2 男子 バタフライ  100m    59.45

入井　龍輝            ｲﾘｲ ﾀﾂｷ               中学（1）3 男子 自由形  100m    54.17

中学（1）4 男子 自由形  200m  1:57.15

井手　涼乃            ｲﾃﾞ ｽｽﾞﾉ              高校（1）5 女子 自由形  400m  4:20.90

高校（1）6 女子 自由形  800m  8:48.63

橋本　向葵            ﾊｼﾓﾄ ﾋﾏﾜﾘ             小学（6）7 女子 バタフライ  100m  1:05.21

藤岡　　諒            ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳ             小学（4）8 女子 自由形   50m    30.41

小学（4）9 女子 バタフライ   50m    31.71
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27088
氏名: カナ: 学校:No.:

桃山学院        
性別: 申込種目:

續　　竜成            ﾂﾂﾞｷ ﾘｭｳｾｲ            高校（3）1 男子 自由形   50m    23.74

高校（3）2 男子 自由形  100m    49.64

高校（3）3 男子 自由形  200m  1:48.20

高校（3）4 男子 自由形  400m  3:48.46

中川　凌太            ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ            高校（3）5 男子 背泳ぎ  100m    57.89

高校（3）6 男子 背泳ぎ  200m  1:59.74

高校（3）7 男子 バタフライ  100m    55.37

高校（3）8 男子 バタフライ  200m  1:59.89

山口　哩駈            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ              高校（2）9 男子 自由形  200m  1:52.70

高校（2）10 男子 自由形  400m  3:49.23

高校（2）11 男子 自由形 1500m 14:55.12

高校（2）12 男子 個人メドレー  200m  1:58.40

27212
氏名: カナ: 学校:No.:

イ ト マ ン     
性別: 申込種目:

藤井　陽太            ﾌｼﾞｲ ﾋﾅﾀ              高校（2）1 男子 背泳ぎ  100m    55.79

高校（2）2 男子 背泳ぎ  200m  2:04.15

小東　真皓            ｺﾋｶﾞｼ ﾏﾋﾛ             高校（2）3 男子 背泳ぎ  100m    55.40

高校（2）4 男子 背泳ぎ  200m  2:00.16

金谷　　駿            ｶﾅﾀﾆ ｼｭﾝ              高校（2）5 男子 自由形  400m  3:56.19

高校（2）6 男子 自由形 1500m 15:29.82

太田原将斗            ｵｵﾀﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ            高校（1）7 男子 背泳ぎ  200m  2:05.34

泉　　陽一            ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ              高校（1）8 男子 背泳ぎ  100m    55.44

高校（1）9 男子 背泳ぎ  200m  2:03.03

林　　希菜            ﾊﾔｼ ｷﾅ                大学（3）10 女子 バタフライ   50m    27.64

大学（3）11 女子 バタフライ  100m    59.93

大学（3）12 女子 バタフライ  200m  2:07.27

吉井萌萌花            ﾖｼｲ ﾓﾓｶ               高校（3）13 女子 自由形  100m    55.41

高校（3）14 女子 自由形  200m  2:00.08

梅木　陽向            ｳﾒｷ ﾋﾅﾀ               高校（3）15 女子 自由形  100m    55.96

高校（3）16 女子 自由形  200m  2:00.03

大嶋　千桜            ｵｵｼﾏ ｻｸﾗ              高校（2）17 女子 自由形   50m    25.34

高校（2）18 女子 自由形  100m    55.33

高校（2）19 女子 自由形  200m  2:01.44

弘中　花音            ﾋﾛﾅｶ ﾊﾅﾈ              高校（2）20 女子 自由形  200m  2:01.35

高校（2）21 女子 背泳ぎ  200m  2:10.61

27238
氏名: カナ: 学校:No.:

ＪＳＳ          
性別: 申込種目:

難波　実夢            ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ               大学（2）1 女子 自由形  200m  1:58.24

大学（2）2 女子 自由形  400m  4:05.25

27320
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ香里      
性別: 申込種目:

濱口　大和            ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ             中学（1）1 男子 バタフライ   50m    27.67

村上　愛実            ﾑﾗｶﾐ ｱﾐ               中学（3）2 女子 自由形   50m    26.86

中学（3）3 女子 自由形  100m    57.77
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27347
氏名: カナ: 学校:No.:

大東SS          
性別: 申込種目:

田中　大稀            ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ              小学（5）1 男子 バタフライ   50m    32.29

柏原　心春            ｶｼﾊﾗ ｺﾊﾙ              中学（1）2 女子 個人メドレー  200m  2:20.44

中学（1）3 女子 個人メドレー  400m  4:50.71

27615
氏名: カナ: 学校:No.:

イトマン近大    
性別: 申込種目:

井狩　裕貴            ｲｶﾘ ﾕｳｷ               大学（4）1 男子 バタフライ  200m  1:59.41

大学（4）2 男子 個人メドレー  400m  4:13.82

森本　哲平            ﾓﾘﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ            大学（2）3 男子 バタフライ  100m    53.13

渡邊　天馬            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ             大学（2）4 男子 自由形  100m    50.09

大学（2）5 男子 自由形  200m  1:47.88

谷川亜華葉            ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ            大学（1）6 女子 自由形  400m  4:13.98

大学（1）7 女子 個人メドレー  400m  4:38.14

28814
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ東加古    
性別: 申込種目:

濵口　　敬            ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲ              小学（6）1 男子 自由形   50m    26.20

小学（6）2 男子 背泳ぎ   50m    27.86

小学（6）3 男子 背泳ぎ  100m    59.78

小学（6）4 男子 個人メドレー  200m  2:19.20

原田　夏響            ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ              小学（5）5 男子 自由形   50m    27.57

川野　夢桃            ｶﾜﾉ ﾒﾙﾓ               中学（2）6 女子 自由形  400m  4:22.56

28824
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ西宮      
性別: 申込種目:

藤原　佳己            ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ             高校（1）1 男子 自由形  200m  1:53.59

高校（1）2 男子 自由形  400m  3:59.06

高校（1）3 男子 自由形 1500m 15:33.78

前川　大和            ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ              中学（3）4 男子 バタフライ  100m    55.51

中学（3）5 男子 バタフライ  200m  1:59.56

中学（3）6 男子 個人メドレー  200m  2:02.26

吉武伸之助            ﾖｼﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ            中学（3）7 男子 背泳ぎ  200m  2:02.09

鈴木　悠真            ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ              中学（1）8 男子 バタフライ  100m    58.79

中学（1）9 男子 バタフライ  200m  2:06.15

前川　蒼空            ﾏｴｶﾜ ｿﾗ               中学（1）10 男子 バタフライ  200m  2:09.70

松本　悠里            ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ               高校（2）11 女子 平泳ぎ   50m    32.77

高校（2）12 女子 平泳ぎ  100m  1:09.14

高校（2）13 女子 平泳ぎ  200m  2:27.29

浅尾萌々香            ｱｻｵ ﾓﾓｶ               高校（2）14 女子 自由形  200m  2:01.88

高校（2）15 女子 自由形  400m  4:18.05

高校（2）16 女子 自由形  800m  8:47.49

木村　陽香            ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ               高校（1）17 女子 自由形   50m    26.31

高校（1）18 女子 自由形  100m    56.98

今井　陽花            ｲﾏｲ ﾊﾙｶ               高校（1）19 女子 平泳ぎ   50m    33.33

高校（1）20 女子 平泳ぎ  100m  1:11.58

名村　心里            ﾅﾑﾗ ﾐｻﾄ               中学（2）21 女子 背泳ぎ  100m  1:03.26

中学（2）22 女子 背泳ぎ  200m  2:15.65

酒井　柚奈            ｻｶｲ ﾕﾅ                中学（1）23 女子 自由形   50m    27.41

中学（1）24 女子 自由形  100m    59.48

中学（1）25 女子 自由形  200m  2:08.48

吉武　実桜            ﾖｼﾀｹ ﾐｵ               小学（5）26 女子 バタフライ  100m  1:07.16
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28825
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ明石      
性別: 申込種目:

渡邊　瑠樹            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｷ            中学（1）1 男子 バタフライ  100m    59.06

中学（1）2 男子 バタフライ  200m  2:08.29

塩谷　心香            ｼｵﾀﾆ ｺｺ               小学（5）3 女子 自由形  200m  2:13.56

28860
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ三田      
性別: 申込種目:

花岡　菜海            ﾊﾅｵｶ ﾅﾅﾐ              中学（3）1 女子 自由形  200m  2:02.43

中学（3）2 女子 自由形  400m  4:16.23

山口　華凜            ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ             中学（2）3 女子 背泳ぎ   50m    30.07

中学（2）4 女子 背泳ぎ  100m  1:05.05

中学（2）5 女子 背泳ぎ  200m  2:18.93

二杉　琉花            ﾆｽｷﾞ ﾙｶ               小学（6）6 女子 自由形   50m    27.03

小学（6）7 女子 自由形  100m    58.59

小学（6）8 女子 個人メドレー  200m  2:21.39

小学（6）9 女子 個人メドレー  400m  4:57.81

28938
氏名: カナ: 学校:No.:

Genki Style     
性別: 申込種目:

佐伯　勇武            ｻｴｷ ｲｻﾑ               1 男子 バタフライ   50m    23.41

2 男子 バタフライ  100m    52.71

36501
氏名: カナ: 学校:No.:

ジャパン高松    
性別: 申込種目:

山﨑　　慧            ﾔﾏｻｷ ｹｲ               高校（2）1 男子 個人メドレー  400m  4:26.62

村尾　柊人            ﾑﾗｵ ｼｭｳﾄ              高校（1）2 男子 背泳ぎ   50m    26.01

高校（1）3 男子 背泳ぎ  100m    55.94

徳田　崇真            ﾄｸﾀﾞ ｿｳﾏ              中学（1）4 男子 自由形  200m  1:58.30

中学（1）5 男子 自由形  400m  4:11.22

髙岡　　奏            ﾀｶｵｶ ｿｳ               中学（1）6 男子 背泳ぎ  100m    59.85

中学（1）7 男子 背泳ぎ  200m  2:09.23

淀谷　　希            ﾖﾄﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ             中学（3）8 女子 バタフライ   50m    27.90

中学（3）9 女子 バタフライ  100m  1:01.03

中学（3）10 女子 バタフライ  200m  2:12.95

38208
氏名: カナ: 学校:No.:

南海ＤＣ        
性別: 申込種目:

今城　拓海            ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ            1 男子 自由形   50m    22.72

2 男子 自由形  100m    50.32

39501
氏名: カナ: 学校:No.:

みかづきＳＳ    
性別: 申込種目:

栗山　陽菜            ｸﾘﾔﾏ ﾕﾅ               中学（3）1 女子 平泳ぎ   50m    33.43

40501
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ城南      
性別: 申込種目:

山賀　一仁            ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾄ             小学（5）1 男子 自由形   50m    27.94

小学（5）2 男子 背泳ぎ   50m    31.61

小学（5）3 男子 バタフライ   50m    28.78

小学（5）4 男子 バタフライ  100m  1:03.83

谷口　涼菜            ﾀﾆｸﾞﾁ ｽｽﾞﾅ            高校（3）5 女子 自由形   50m    25.86

高校（3）6 女子 自由形  100m    56.68
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40523
氏名: カナ: 学校:No.:

福岡西部ＳＣ    
性別: 申込種目:

溝口　　勇            ﾐｿﾞｸﾁ ｲｻﾑ             1 男子 背泳ぎ   50m    25.87

2 男子 背泳ぎ  100m    56.17

40604
氏名: カナ: 学校:No.:

コナミ徳力      
性別: 申込種目:

池崎　心春            ｲｹｻﾞｷ ｺﾊﾙ             高校（2）1 女子 自由形   50m    26.61

高校（2）2 女子 自由形  100m    57.79

41003
氏名: カナ: 学校:No.:

佐賀商業        
性別: 申込種目:

森田　敏正            ﾓﾘﾀ ﾄｼﾏｻ              高校（3）1 男子 平泳ぎ   50m    29.03

高校（3）2 男子 平泳ぎ  100m  1:03.52

鶴田　総司            ﾂﾙﾀ ｿｳｼ               高校（2）3 男子 平泳ぎ   50m    29.55

渋谷琥玲亜            ｼﾌﾞﾔ ｸﾚｱ              高校（1）4 男子 自由形   50m    23.80

高校（1）5 男子 自由形  100m    51.69

43100
氏名: カナ: 学校:No.:

九州学院高校    
性別: 申込種目:

長森　流楓            ﾅｶﾞﾓﾘ ﾙｶ              高校（3）1 女子 バタフライ  100m  1:00.89

高校（3）2 女子 バタフライ  200m  2:11.07

45170
氏名: カナ: 学校:No.:

GOLD’SGYM      
性別: 申込種目:

高橋ハナコ            ﾀｶﾊｼ ﾊﾅｺ              高校（3）1 女子 バタフライ  100m  1:00.27

高校（3）2 女子 バタフライ  200m  2:11.73

秋高　実昇            ｱｷﾀｶ ﾐﾉﾘ              中学（3）3 女子 自由形   50m    26.04

中学（3）4 女子 自由形  100m    56.89

金納　乙生            ｶﾝﾉ ｵﾄﾊ               中学（3）5 女子 背泳ぎ  100m  1:01.85

中学（3）6 女子 背泳ぎ  200m  2:12.11

46530
氏名: カナ: 学校:No.:

ｱﾀﾞﾌﾟﾃｯﾄﾞ       
性別: 申込種目:

小西　　新            ｺﾆｼ ｱﾗﾀ               高校（1）1 女子 背泳ぎ  100m  1:01.54

高校（1）2 女子 背泳ぎ  200m  2:12.60

46552
氏名: カナ: 学校:No.:

Nb              
性別: 申込種目:

新開　誠也            ｼﾝｶｲ ｾｲﾔ              高校（3）1 男子 バタフライ  100m    53.62

高校（3）2 男子 バタフライ  200m  1:58.07

江﨑　侑聖            ｴｻﾞｷ ﾕｳｾｲ             中学（3）3 男子 自由形  100m    53.31

46718
氏名: カナ: 学校:No.:

山陰パナソニック
性別: 申込種目:

加藤　　理            ｶﾄｳ ｵｻﾑ               1 男子 背泳ぎ  100m    55.00

2 男子 背泳ぎ  200m  2:00.00

47502
氏名: カナ: 学校:No.:

沖縄SS豊見城    
性別: 申込種目:

平良吏美華            ﾀｲﾗ ﾘﾐｶ               中学（2）1 女子 自由形   50m    26.57

中学（2）2 女子 自由形  100m    58.72
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48001
氏名: カナ: 学校:No.:

東京学芸大      
性別: 申込種目:

宮下　紗伎            ﾐﾔｼﾀ ｻｷ               大学（1）1 女子 平泳ぎ   50m    32.22

大学（1）2 女子 平泳ぎ  100m  1:11.00

48002
氏名: カナ: 学校:No.:

法政大          
性別: 申込種目:

八田　勝優            ﾊｯﾀ ｶﾂﾖｼ              大学（3）1 男子 背泳ぎ  200m  1:57.33

由良　柾貴            ﾕﾗ ﾏｻｷ                大学（3）2 男子 背泳ぎ   50m    25.78

大学（3）3 男子 背泳ぎ  100m    56.03

山崎　寛史            ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝｼﾞ            大学（2）4 男子 自由形  100m    48.53

大学（2）5 男子 バタフライ  100m    53.83

大学（2）6 男子 バタフライ  200m  1:55.30

神　　偉雄            ｼﾞﾝ ｲｵ                大学（2）7 男子 個人メドレー  200m  2:03.33

大学（2）8 男子 個人メドレー  400m  4:12.53

市川　　薫            ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ              大学（2）9 男子 背泳ぎ  200m  2:03.27

三浦　颯太            ﾐｳﾗ ｿｳﾀ               大学（2）10 男子 自由形  200m  1:47.50

大学（2）11 男子 背泳ぎ  200m  1:56.00

48003
氏名: カナ: 学校:No.:

中央大          
性別: 申込種目:

團　　頌太            ﾀﾞﾝ ｼｮｳﾀ              大学（4）1 男子 バタフライ   50m    23.69

大学（4）2 男子 バタフライ  100m    53.08

中杉　勇斗            ﾅｶｽｷﾞ ﾊﾔﾄ             大学（3）3 男子 自由形   50m    22.88

大学（3）4 男子 自由形  100m    48.98

岩崎　幹大            ｲﾜｻｷ ｶﾝﾀ              大学（3）5 男子 個人メドレー  200m  2:02.51

大学（3）6 男子 個人メドレー  400m  4:22.40

幸田　太一            ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ              大学（3）7 男子 平泳ぎ  100m  1:01.59

大学（3）8 男子 平泳ぎ  200m  2:13.63

田中　厚吉            ﾀﾅｶ ｱﾂｷ               大学（2）9 男子 自由形   50m    23.04

山本　聖蓮            ﾔﾏﾓﾄ ｾﾚﾝ              大学（2）10 男子 平泳ぎ   50m    27.52

大学（2）11 男子 平泳ぎ  100m    59.95

松川　晟士            ﾏﾂｶﾜ ｾｲｼﾞ             大学（2）12 男子 バタフライ  100m    53.02

大学（2）13 男子 バタフライ  200m  1:57.90

松原　晴太            ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾀ             大学（1）14 男子 バタフライ  200m  1:56.80

谷藤　大斗            ﾀﾆﾌｼﾞ ﾔﾏﾄ             大学（1）15 男子 平泳ぎ   50m    27.61

大学（1）16 男子 平泳ぎ  100m    59.49

三光　哲平            ｻﾝｺｳ ﾃｯﾍﾟｲ            大学（1）17 男子 背泳ぎ  100m    56.00

大学（1）18 男子 背泳ぎ  200m  2:02.00

小山　陽翔            ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ               大学（1）19 男子 自由形   50m    23.12

大学（1）20 男子 自由形  100m    48.60

今野凜々香            ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ               大学（2）21 女子 背泳ぎ  100m  1:02.90

48012
氏名: カナ: 学校:No.:

日本女子大      
性別: 申込種目:

平井　美緒            ﾋﾗｲ ﾐｵ                大学（3）1 女子 平泳ぎ   50m    33.46

48023
氏名: カナ: 学校:No.:

慶應義塾大      
性別: 申込種目:

鈴木　基心            ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ              大学（2）1 男子 自由形  100m    50.30
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48026
氏名: カナ: 学校:No.:

国士舘大        
性別: 申込種目:

三橋　拓也            ﾐﾂﾊｼ ﾀｸﾔ              大学（3）1 男子 自由形   50m    23.05

井川　太陽            ｲｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ             大学（2）2 男子 バタフライ   50m    24.57

48031
氏名: カナ: 学校:No.:

立教大          
性別: 申込種目:

山下　結生            ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ               大学（2）1 男子 背泳ぎ  100m    55.55

大学（2）2 男子 背泳ぎ  200m  1:58.99

井坂　友紀            ｲｻｶ ﾕｷ                大学（3）3 女子 平泳ぎ  200m  2:29.40

上原みなみ            ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ              大学（2）4 女子 バタフライ   50m    27.83

大学（2）5 女子 バタフライ  100m    59.51

武田　眞咲            ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ              大学（1）6 女子 自由形  800m  8:49.72

48037
氏名: カナ: 学校:No.:

明治大          
性別: 申込種目:

林　　太陽            ﾊﾔｼ ﾀｲﾖｳ              大学（3）1 男子 平泳ぎ  100m  1:01.29

大学（3）2 男子 平泳ぎ  200m  2:11.25

松山　　陸            ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ               大学（3）3 男子 背泳ぎ  100m    55.11

荒井　悠太            ｱﾗｲ ﾕｳﾀ               大学（3）4 男子 平泳ぎ  100m  1:00.81

大学（3）5 男子 平泳ぎ  200m  2:11.72

山田　海都            ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ              大学（1）6 男子 背泳ぎ  100m    55.34

大学（1）7 男子 背泳ぎ  200m  2:02.01

小嶋　　壮            ｺｼﾞﾏ ｿｳ               大学（1）8 男子 平泳ぎ  100m  1:01.35

加藤　晃成            ｶﾄｳ ｺｳｾｲ              大学（1）9 男子 自由形  200m  1:50.51

大学（1）10 男子 自由形  400m  3:54.99

48041
氏名: カナ: 学校:No.:

青山学院大      
性別: 申込種目:

中田優一郎            ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ           大学（3）1 男子 個人メドレー  200m  2:01.93

48045
氏名: カナ: 学校:No.:

専修大          
性別: 申込種目:

松橋　麗華            ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ              大学（1）1 女子 平泳ぎ   50m    32.99

48049
氏名: カナ: 学校:No.:

神奈川大        
性別: 申込種目:

西田　拓郎            ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾛｳ             大学（3）1 男子 バタフライ   50m    24.17

大学（3）2 男子 バタフライ  100m    51.89

髙内　愛斗            ﾀｶｳﾁ ｱｲﾄ              大学（1）3 男子 背泳ぎ  100m    56.31

大学（1）4 男子 背泳ぎ  200m  2:04.34

内田かりん            ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ              大学（4）5 女子 バタフライ  100m    58.79

大学（4）6 女子 バタフライ  200m  2:08.64

秀野　由光            ｼｭｳﾉ ﾕﾐ               大学（3）7 女子 背泳ぎ  100m  1:00.84

大学（3）8 女子 背泳ぎ  200m  2:11.92

石原　愛依            ｲｼﾊﾗ ﾒｲ               大学（3）9 女子 平泳ぎ  100m  1:10.00

大学（3）10 女子 平泳ぎ  200m  2:25.00

長谷　珠那            ﾊｾ ｽｽﾞﾅ               大学（2）11 女子 平泳ぎ   50m    32.56

大学（2）12 女子 平泳ぎ  100m  1:10.29

寺坂　千英            ﾃﾗｻｶ ﾁﾊﾅ              大学（1）13 女子 平泳ぎ   50m    32.35

大学（1）14 女子 平泳ぎ  100m  1:10.54

西澤　七海            ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ             大学（1）15 女子 バタフライ   50m    27.66

大学（1）16 女子 バタフライ  100m    59.69
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48052
氏名: カナ: 学校:No.:

東洋大          
性別: 申込種目:

森　　一爽            ﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ              大学（3）1 男子 自由形  400m  3:55.16

土岐　祐介            ﾄｷ ﾕｳｽｹ               大学（3）2 男子 自由形  100m    50.31

坊岡　優眞            ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ             大学（1）3 男子 自由形  200m  1:50.52

大学（1）4 男子 自由形  400m  3:46.83

草野　光希            ｸｻﾉ ﾐﾂｷ               大学（1）5 男子 バタフライ  200m  1:56.26

釜田　　駿            ｶﾏﾀ ｼｭﾝ               大学（1）6 男子 平泳ぎ  200m  2:08.19

何澤　由衣            ｶｻﾞﾜ ﾕｲ               大学（3）7 女子 バタフライ  200m  2:13.68

池田りんか            ｲｹﾀﾞ ﾘﾝｶ              大学（2）8 女子 平泳ぎ   50m    32.55

48056
氏名: カナ: 学校:No.:

早稲田大        
性別: 申込種目:

田中　大寛            ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ              大学（3）1 男子 自由形   50m    22.31

大学（3）2 男子 自由形  100m    49.33

大学（3）3 男子 自由形  200m  1:48.20

大学（3）4 男子 バタフライ   50m    23.65

米山　　毅            ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ              大学（3）5 男子 背泳ぎ  100m    55.75

大学（3）6 男子 背泳ぎ  200m  1:59.43

菅野　　遼            ｶﾝﾉ ﾘｮｳ               大学（3）7 男子 自由形  100m    50.80

須田　悠介            ｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ              大学（3）8 男子 自由形  100m    49.39

田丸　敬也            ﾀﾏﾙ ｹｲﾔ               大学（3）9 男子 個人メドレー  200m  2:01.53

山本　拓武            ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ              大学（2）10 男子 自由形  400m  3:48.43

大学（2）11 男子 バタフライ  100m    53.59

長牛　太佑            ﾅｶﾞｳｼ ﾀﾞｲｽｹ           大学（2）12 男子 自由形  400m  3:53.34

大学（2）13 男子 個人メドレー  400m  4:23.47

金星　洋将            ｶﾅﾎﾞｼ ﾖｳｽｹ            大学（2）14 男子 自由形 1500m 15:29.87

村上賢之慎            ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾉｼﾝ            大学（2）15 男子 背泳ぎ  100m  2:00.84

松田　藍青            ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｾｲ             大学（1）16 男子 平泳ぎ   50m    28.24

大学（1）17 男子 平泳ぎ  100m  1:00.97

大学（1）18 男子 平泳ぎ  200m  2:13.54

原　　空輝            ﾊﾗ ﾀｶｷ                大学（1）19 男子 自由形  100m    50.50

大学（1）20 男子 自由形  200m  1:51.00

村上　汰晟            ﾑﾗｶﾐ ﾀｲｾｲ             大学（1）21 男子 背泳ぎ  100m    55.27

大学（1）22 男子 背泳ぎ  200m  2:00.03

林　　大輝            ﾊﾔｼ ﾀｲｷ               大学（1）23 男子 自由形  200m  1:49.62

大学（1）24 男子 自由形  400m  3:54.10

今牧まりあ            ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ              大学（3）25 女子 自由形   50m    25.37

大学（3）26 女子 自由形  100m    56.38
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48057
氏名: カナ: 学校:No.:

日本大          
性別: 申込種目:

吉田　啓祐            ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ             大学（4）1 男子 自由形  200m  1:50.00

大学（4）2 男子 自由形  400m  3:54.00

石川愼之助            ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ            大学（4）3 男子 バタフライ  100m    52.50

尼ヶ崎羽龍            ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ           大学（3）4 男子 自由形   50m    23.50

大学（3）5 男子 自由形  100m    51.00

近江ハリー            ｵｳﾐ ﾊﾘｰ               大学（3）6 男子 平泳ぎ   50m    27.43

大学（3）7 男子 平泳ぎ  100m  1:00.77

藤田　斗優            ﾌｼﾞﾀ ﾄｳﾔ              大学（3）8 男子 個人メドレー  200m  2:01.44

大学（3）9 男子 個人メドレー  400m  4:23.00

井上　舜喜            ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ             大学（2）10 男子 自由形  100m    51.73

中島　庸午            ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳｺﾞ            大学（2）11 男子 平泳ぎ   50m    27.61

大学（2）12 男子 平泳ぎ  100m  1:01.90

伊藤　智裕            ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ              大学（2）13 男子 背泳ぎ  100m    55.50

大学（2）14 男子 背泳ぎ  200m  2:00.00

藤田　大翔            ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ             大学（2）15 男子 平泳ぎ  200m  2:12.77

石田　竜一            ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ            大学（2）16 男子 平泳ぎ  100m  1:01.80

大学（2）17 男子 平泳ぎ  200m  2:11.00

北川　凜生            ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ              大学（1）18 男子 バタフライ  100m    52.60

大学（1）19 男子 バタフライ  200m  1:57.80

田中　雄貴            ﾀﾅｶ ﾕｳｷ               大学（1）20 男子 背泳ぎ  100m    56.30

大学（1）21 男子 背泳ぎ  200m  2:03.00

花山　秀義            ﾊﾅﾔﾏ ｼｭｳｷﾞ            大学（1）22 男子 背泳ぎ  200m  2:02.40

48132
氏名: カナ: 学校:No.:

山梨学院大      
性別: 申込種目:

伊藤　裕馬            ｲﾄｳ ﾕｳﾏ               大学（4）1 男子 自由形   50m    22.61

大学（4）2 男子 自由形  100m    49.32

佐藤　隆成            ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ             大学（2）3 男子 バタフライ  200m  1:56.75

田中　一颯            ﾀﾅｶ ｲｯｻ               大学（2）4 男子 自由形   50m    23.28

大学（2）5 男子 自由形  100m    51.22

佐久間哲平            ｻｸﾏ ﾃｯﾍﾟｲ             大学（1）6 男子 自由形  200m  1:50.70

大学（1）7 男子 自由形  400m  3:53.76

平田　美幸            ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ               大学（3）8 女子 バタフライ  100m  1:00.69

大学（3）9 女子 バタフライ  200m  2:11.65

與河　礼奈            ﾖｶﾜ ﾚｲﾅ               大学（1）10 女子 平泳ぎ  200m  2:30.98

48/50 ページ2023年1月21日 



ＫＯＮＡＭＩ ＯＰＥＮ ２０２３登録団体別申込種目一覧表

49002
氏名: カナ: 学校:No.:

中京大          
性別: 申込種目:

松本　周也            ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ             大学（4）1 男子 自由形   50m    22.13

大学（4）2 男子 自由形  200m  1:49.40

大学（4）3 男子 個人メドレー  200m  1:58.52

谷口　　卓            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸ              大学（3）4 男子 平泳ぎ   50m    27.56

大学（3）5 男子 平泳ぎ  100m  1:00.73

内藤　大翔            ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ              大学（2）6 男子 バタフライ   50m    23.92

大学（2）7 男子 バタフライ  100m    53.10

上坂　侑輝            ｳｴｻｶ ﾕｳｷ              大学（2）8 男子 自由形  200m  1:51.76

大学（2）9 男子 背泳ぎ  100m    56.27

大学（2）10 男子 背泳ぎ  200m  2:02.83

西小野皓大            ﾆｼｵﾉ ｺｳﾀﾞｲ            大学（1）11 男子 自由形  200m  1:51.12

大学（1）12 男子 背泳ぎ  100m    55.59

大学（1）13 男子 背泳ぎ  200m  1:57.74

今井　美祈            ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ               大学（4）14 女子 自由形   50m    25.90

大学（4）15 女子 自由形  100m    55.49

大学（4）16 女子 自由形  200m  2:00.57

吉田　杏子            ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ             大学（3）17 女子 平泳ぎ   50m    31.44

大学（3）18 女子 平泳ぎ  100m  1:08.51

大学（3）19 女子 平泳ぎ  200m  2:28.75

東　みずき            ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ             大学（3）20 女子 個人メドレー  200m  2:17.40

大学（3）21 女子 個人メドレー  400m  4:49.24

阿部なつき            ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ               大学（3）22 女子 自由形   50m    25.85

大学（3）23 女子 自由形  100m    57.17

大学（3）24 女子 バタフライ   50m    27.21

廣下　菜月            ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ              大学（2）25 女子 バタフライ   50m    26.33

大学（2）26 女子 バタフライ  100m    58.84

神野　ゆめ            ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ               大学（2）27 女子 自由形   50m    25.29

大学（2）28 女子 自由形  100m    54.90

宮脇　礼依            ﾐﾔﾜｷ ﾚｲ               大学（2）29 女子 自由形  100m    58.18

大学（2）30 女子 自由形  200m  2:02.95

田山　茅咲            ﾀﾔﾏ ﾁｻｷ               大学（2）31 女子 自由形   50m    25.94

宇野　莉奈            ｳﾉ ﾘﾅ                 大学（1）32 女子 バタフライ   50m    27.46

大学（1）33 女子 バタフライ  100m  1:00.35

大学（1）34 女子 バタフライ  200m  2:11.72

竹葉　智子            ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ              大学（1）35 女子 背泳ぎ  100m  1:01.36

大学（1）36 女子 背泳ぎ  200m  2:12.78
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49032
氏名: カナ: 学校:No.:

新潟医福大      
性別: 申込種目:

早坂　　亮            ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳ              大学（3）1 男子 背泳ぎ   50m    25.95

大学（3）2 男子 背泳ぎ  100m    55.85

熊澤　将大            ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ            大学（3）3 男子 自由形  100m    48.58

大学（3）4 男子 自由形  200m  1:47.25

渡辺　悠登            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ             大学（2）5 男子 自由形   50m    22.15

山﨑　　光            ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ              大学（4）6 女子 背泳ぎ   50m    28.65

大学（4）7 女子 背泳ぎ  100m  1:01.53

津田　萌咲            ﾂﾀﾞ ﾓｴ                大学（4）8 女子 バタフライ   50m    26.32

大学（4）9 女子 バタフライ  100m    58.82

武中香奈枝            ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ              大学（3）10 女子 自由形   50m    25.77

大学（3）11 女子 自由形  100m    56.33

大学（3）12 女子 自由形  200m  2:02.82

篠塚　聖妃            ｼﾉﾂｶ ｲﾌﾞｷ             大学（1）13 女子 自由形   50m    25.60

大学（1）14 女子 自由形  100m    55.61

49035
氏名: カナ: 学校:No.:

岐聖大          
性別: 申込種目:

朝日　菜月            ｱｻﾋ ﾅﾂｷ               大学（4）1 女子 平泳ぎ   50m    32.40

大学（4）2 女子 平泳ぎ  100m  1:10.40

大学（4）3 女子 平泳ぎ  200m  2:26.05

50006
氏名: カナ: 学校:No.:

関西学院大学    
性別: 申込種目:

平井　佑典            ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ              大学（4）1 男子 平泳ぎ   50m    27.61

大学（4）2 男子 平泳ぎ  100m  1:01.05

高　　大輔            ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ              大学（3）3 男子 背泳ぎ  100m    53.52

大学（3）4 男子 背泳ぎ  200m  2:02.61

重塚　　笙            ｼｹﾞﾂｶ ｼｮｳ             大学（1）5 男子 平泳ぎ  200m  2:15.32

永井　悠介            ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ             大学（1）6 男子 バタフライ  200m  1:56.84

50023
氏名: カナ: 学校:No.:

関西大学        
性別: 申込種目:

廣本　　新            ﾋﾛﾓﾄ ｱﾗﾀ              大学（2）1 男子 平泳ぎ   50m    28.57

大学（2）2 男子 平泳ぎ  100m  1:01.38

大学（2）3 男子 平泳ぎ  200m  2:12.54

横田　涼乃            ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ              大学（3）4 女子 自由形  400m  4:13.00
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