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リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

都・駒場高校 20 36 2人数 種目 リレー（13031）

男  子
ｱﾗｷ ﾘｭｳﾉｽｹ     45荒木龍之介  

ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞｷ     47安藤　伊吹  

ｲｼｲ ｶｽﾞﾄ        44石居　一斗  

ｲｼｲ ﾖｳﾀﾞｲ      48石井　陽大  

ｽｴﾂﾞﾐ ﾋｻﾄ      52末積　尚人  

ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲ        49菅原　　啓  

ﾀｶｼﾏ ｲﾂｷ        46高島　稜生  

ﾋﾙﾓﾄ ﾏｻｼ        51蛭本　雅史  

ﾐﾔ ｹｲﾄ           50宮　　恵斗  

ﾑﾛｵｶ ﾀﾂｲﾁﾛｳ   43室岡龍一郎  

女  子
ｱｵﾐ ﾚｲ           61青海　　怜  

ｶﾄｳ ﾐﾕ           60加藤　未悠  

ｺﾀﾞｶ ﾕﾘｺ        58小高柚里子  

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ      54齋藤　一葉  

ｼﾏﾀﾞ ﾐｻ         55島田　美彩  

ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ        56鈴木　真美  

ｽｽﾞｷ ﾙｲ         62鈴木　瑠衣  

ｾﾝｺﾞｸ ﾊﾅ        59仙石　葉奈  

ﾀｼﾛ ﾓﾓｴ         57田代　百愛  

ﾉﾑﾗ ｼﾉ           53野村　紫乃  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

保谷高校       6 9 1人数 種目 リレー（13082）

男  子
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾑﾈ      69阿部　和宗  

ｴﾏ ﾄﾓﾔ           68江馬　智也  

女  子
ｷﾉｼﾀ ﾐﾕ         70木下　未悠  

ｼﾐｽﾞ ﾅﾅｴ        73清水菜々恵  

ﾉﾑﾗ ﾕｷﾊ         71野村　雪羽  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ      72渡辺　桃香  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

学習院高       4 10 1人数 種目 リレー（13165）

男  子
ｳｴｷ ﾄｼﾅﾘ        79植木　俊成  

ｻﾄｳ ｾﾅ           82佐藤　世成  

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾑﾈﾖｼ     80立花　宗睦  

ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾀｶ      81水野　廉万  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

攻玉社高校 6 10 2人数 種目 リレー（13178）

男  子
ｱﾍﾞ ﾀｲｼﾞｭ      86阿部　泰樹  

ｵｶ ﾜﾀﾙ           83岡　　　航  

ｶｻｲ ﾕｷﾄ         88笠井　志斗  

ｺﾀｷ ｻﾄﾙ         84小瀧　　慧  

ﾅｲﾄｳ ｼﾝｻｸ      85内藤　晋作  

ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ   87宮川　峻輔  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

武蔵野高 11 30 2人数 種目 リレー（13219）

男  子
ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ        95小嶋　雄弥  

ｺﾖｼ ｱﾂﾔ         91子吉　敦也  

ｻﾉ ﾔｽﾀｶ         94佐野　泰貴  

ｻﾜﾉ ﾑﾈﾕｷ        93澤野　宗行  

ﾀﾑﾗ ﾚｲ           92田村　　麗  

ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾋﾛ      96矢島　夏洋  

女  子
ｱﾙｶﾞ ﾈﾈ         100有賀　寧々  

ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ   97谷頭　　聖  

ﾀﾏｵｷ ﾈﾈ         101玉置　寧々  

ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ         99埜口　優衣  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶ        98渡部　千夏  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

早稲田実業高 9 22 2人数 種目 リレー（13233）

男  子
ｲﾀﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ      117板場　貴大  

ｵｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ      121岡本　健吾  

ｷﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ      122鬼頭　秀明  

ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ      119鈴木　雄策  

ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｲﾄ      116竹之内結斗  

ﾑﾛｷ ｼｮｳﾀ        118榁木　翔太  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ     115山口　洋祐  

ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ        120米山　　毅  

女  子
ｻｲﾄｳ ﾘｺ         123齋藤　莉子  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

日大豊山高校 21 60 2人数 種目 リレー（13236）

男  子
ｲｼﾂﾞｷ ﾀｸﾐ      134石附　巧巳  

ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾀ      136大倉　綾太  

ｶﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ        130勝本　悠太  

ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ      140川口　裕大  

ｺｸﾎﾞ ﾀｸﾏ        139小久保拓真  

ｼｮｳﾉ ｶﾝﾀ        132庄野　敢大  

ｾｷ ﾐﾂｷ           143関　　海輝  

ﾀｲ ｺｳﾍｲ         124田井　孝平  

ﾀｸﾞﾁ ｺｳｷ        144田口　幸貴  

ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞｱｷ     129長尾　一諒  

ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓﾋｺ     142長島　智彦  

ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀ        125長瀬　勇太  

ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ   141中田優一郎  

ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ     131西口　大河  

ﾊｼﾀﾞ ﾁｶﾗ        133橋田　峻良  

ﾋﾋﾞ ｼｭﾝｺﾞ      137日比　俊吾  

ﾌｸｵｶ ﾘｭｳﾀﾞｲ   128福岡　竜大  

ﾌｼﾞｻｷ ｱﾂﾔ      135藤崎　敦也  

ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ         126三浦　拓馬  

ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ      127吉田　啓祐  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ      138渡辺　汐音  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

日大鶴ヶ丘高 7 14 2人数 種目 リレー（13238）

男  子
ｶﾏｸﾗ ｹﾝﾄ        145鎌倉　賢人  

ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛﾄ        146山川　寛登  

女  子
ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾅ        149内田　陽菜  

ｶｼﾞﾇﾏ ﾅﾅｴ      150梶沼ななえ  

ﾀﾅｶ ﾘｻ           147田中　里彩  

ﾂﾁﾔ ﾐﾕｷ         148土屋　美幸  

ﾑﾗｶﾐ ｱﾔﾈ        151村上　彩音  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

日体大荏原高 17 45 4人数 種目 リレー（13239）

男  子
ｱｵﾔｷﾞ ﾐﾗｲ      164青柳　未来  

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾐ        155上原　卓巳  

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｮｳｲﾁﾛ 159小笠原聖一

ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳｶﾞ     161梶原　勇雅  

ｶﾕｶﾜ ﾕｳｼﾞﾝ     163粥川　悠仁  

ｻｸﾗｲ ﾔｽﾅﾘ      157桜井　康成  

ｻﾄｳ ﾋﾛｷ         152佐藤　弘基  

ｻﾄﾐ ﾃﾝ           160里見　　天  

ｾﾝﾊﾞ ﾋﾛﾄ        162仙波　宏斗  

ﾀﾂﾐ ﾕｳｶﾞ        154辰巳　雄河  

ﾂｶﾀﾞ ｷｮｳﾉｽｹ   158塚田京之介  

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ        153松本　拓也  

ﾖﾈﾓﾄ ﾔﾏﾄ        156米本　大和  

女  子
ｶﾜﾅｶ ｱﾔﾉ        168川中　綾乃  

ﾄｸﾍﾞ ﾘｺ         166徳部　莉子  

ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾘｶ      165長島友梨花  

ﾖｼﾑﾗ ﾊﾉﾝ        167吉村　帆音  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

日出高校       18 47 1人数 種目 リレー（13262）

男  子
ｲｸﾞﾅｼｵ ﾒﾅﾁｮ   175ｲｸﾞﾅｼｵﾒﾅﾁｮ  

ｲｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ        181池田　大和  

ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾔ      174石田　翔也  

ｳﾁｳﾐ ｺｳｽｹ      172内海　皓介  

ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸ        171荻原　　拓  

ｵﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ      177小野田一紀  

ｶﾄｳ ﾕｳﾄ         183加藤　優人  

ｶﾐﾔﾏ ﾕｳﾔ        170上山　裕也  

ｺﾊﾞｼ ｲｵﾘ        176小橋　熙織  

ｻｸﾏ ﾀｲｷ         178佐久間大輝  

ｿﾉﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ     180園田　成龍  

ﾀｶﾓﾘ ﾀｲｼﾞｭ     169高森　大樹  

ﾀﾅｶ ｶﾞｸ         173田中　　岳  

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ      182宮澤　佑基  

ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾂﾙ      179向山　　樹  

女  子
ｵｵﾀﾆ ﾐﾅﾐ        186大谷　　南  

ﾎｿｻﾞﾜ ｽﾐﾚ      185細澤　　菫  

ﾐﾀﾑﾗ ﾐﾐ         184三田村美々  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

日大豊山中学 10 30 2人数 種目 リレー（13422）

男  子
ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾀ        194今西　優太  

ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｸ        196北川　凜生  

ｻｶﾞｴ ﾀｲｾｲ      202寒河江泰成  

ｾﾗ ｺｳﾀ           193瀬良　紘太  

ﾀｹｲ ﾘﾂｷ         201武井　律己  

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ         197田中　雄貴  

ﾀﾈﾔ ｿｳﾀ         198種谷　颯太  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ        200中嶌　理貴  

ﾌｼﾞｲｴ ｾｲ        195藤家　生大  

ﾐﾂｿﾞﾉ ｱｷﾗ      199満園　　瑛  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

早稲田実業中 4 11 2人数 種目 リレー（13436）

男  子
ｵｵﾉ ｹｲﾀ         205大野　慶太  

ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾄ        204髙岡　寛大  

ﾌｼﾞｲ ｺｳﾀ        203藤井　航太  

ﾓﾘﾀ ｺｳﾀﾞｲ      206森田　康大  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

攻玉社中学 8 17 2人数 種目 リレー（13451）

男  子
ｱｲｶ ﾕｷﾔ         210秋鹿　幸也  

ｵｵｲ ﾄｼﾔ         209大井　恵也  

ｵｵﾊﾞ ﾚｵ         211大庭　怜士  

ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾅﾀ      212杉本　陽向  

ﾐﾅｶﾞﾜ ｽﾊﾞﾙ     207皆川すばる  

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕﾑ     213柳澤　歩夢  

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾞｲ 214山口　翔大  

ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ         208依田　直也  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ロンド上北台 23 53 4人数 種目 リレー（13501）

男  子
ｱﾏﾉ ｿｳﾀ         227天野　颯太  

ｲﾅｶﾞｷ ｶｲ        237稲垣　　魁  

ｳﾁｸﾗ ﾕｳﾄ        239内倉　悠翔  

ｵﾏﾀ ﾋﾀﾞｶ        226小俣　陽崇  

ｺｶﾞ ﾀｲﾖｳ        234古賀　太陽  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ      231小林　龍生  

ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｷ        238坂本　春樹  

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ     241髙橋　駿介  

ﾀﾅｶ ﾀｽｸ         240田中　　輔  

ﾄｳﾀﾞｲ ﾅﾂｵ      229東岱　夏生  

ﾅｶﾃﾞ ﾀｸﾏ        233中出　拓真  

ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾛｳ     235西川幸史朗  

ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ         236原　維吹樹  

ﾏﾂｸﾎﾞ ﾀｲｼ      230松久保太志  

ﾓﾄﾊｼ ｶｽﾞﾔ      228本橋　和也  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾜ        232山口　朋亙  

女  子
ｱｶﾘ ﾐｸ           242明里　美空

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｱ      246小林　春愛  

ｽｽﾞｷ ﾉﾕﾘ        244鈴木のゆり  

ﾀｶｲｼ ｱｵｲ        247高石　青依  

ﾀｶｲｼ ﾏｵ         243高石　茉於  

ﾀﾞﾊﾗ ﾋﾅﾉ        245駄原陽菜乃  

ﾅｶﾞﾀ ﾘﾝ         248長田　凜音  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

江戸川ＳＳ    26 58 4人数 種目 リレー（13503）

男  子
ｱﾀﾞﾆﾔ ｷﾗﾄ      261安谷屋銀正  

ｲｻ ｻﾄｼ           250伊佐　　聖  

ｳｴｶﾞｷ ﾊﾙﾋﾛ     260上柿　晴大  

ｵｵﾀｹ ｼｮｳ        249大竹　　翔  

ｵｵﾐﾔ ﾙｲ         251大宮　　琉  

ｵﾊﾞﾅ ｺｳﾍｲ      258尾花　虎平  

ｶｶﾞ ﾘｭｳｾｲ      253加我　琉世  

ｷｸﾁ ｱｽﾞｻ        255菊池　　梓  

ｷｼﾞﾏ ﾗｲﾑ        256鬼島　来夢  

ﾄﾖﾀﾞ ﾘｸﾄ        254豊田　陸仁  

ﾅﾗｲ ｱｷﾄ         259奈良井瑛人  

ﾎﾘ ｹｲｽｹ         252堀　　敬裕  

ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞｷ      257米山　和貴

女  子
ｲｼｲ ﾓﾓｺ         265石井もも子  

ｲﾜﾔ ﾅﾂﾈ         262岩屋　夏音  

ｵﾀﾞ ｱﾕﾐ         272小田亜有美  

ｶﾜｶﾐ ﾕﾉ         271川上　由乃  

ｷｼ ﾐｻﾄ           267岸　　美里  

ｷｼﾞﾏ ﾏﾅﾊ        274鬼島　愛羽  

ﾀｶﾉ ﾕｶ           263高野　夢翔  

ﾊｽｲ ﾁｴ           269蓮井　千絵  

ﾊﾏﾀﾞ ｲﾌﾞｷ      273浜田　衣吹  

ﾋﾛｾ ﾕｳｶ         268廣瀬結歩花  

ﾎﾘ ﾅﾂﾊ           264堀　　夏葉  

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾎﾉｶ      270宮澤　歩花  

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ      266山口あやの  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｲﾄﾏﾝ東伏見    38 95 3人数 種目 リレー（13504）

男  子
ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳ      296相澤　　翔  

ｱﾗｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ     281新井　俊平  

ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ      282飯田　光達  

ｲｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ        293井口　陽向  

ｲﾀｶﾞｷ ｹｲ        285板垣　　慶  

ｲﾄｳ ﾅｵﾔ         280伊藤　直也  

ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ        291岡田　陽斗  

ｵｾﾞｷ ﾋﾋﾞｷ      276小関　　響  

ｻﾄｳ ｺｳｷ         284佐藤　孝樹  

ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾄ        288篠田　慶仁

ｼﾗｻｶ ﾁｶﾏｻ      287白坂　親正  

ｽｻ ﾋﾄｼ           277須佐　　仁  

ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ        279高橋　健汰  

ﾀｹｲ ﾘﾝﾀﾛｳ      275武井凜太郎  

ﾂﾘﾔ ｼｭｳｽｹ      283釣谷　颯大  

ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂｷ        289西田　達貴  

ﾊｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ     278羽賀遼太郎  

ﾊｾｶﾞﾜ ｺｵ        286長谷川晄央  

ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ        295藤田　拓希  

ﾎﾝﾏ ｼｮｳ         290本間　　翔  

ﾐｽﾞｺｼ ﾕｳﾄ      294水越　悠斗  

ﾑﾈﾄｳ ｺｳｴｲ      292宗藤　煌英  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ   297渡邉裕汰郎  

女  子
ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ        304井口　詩音  

ｲｼｲ ｴﾘﾅ         309石井恵里奈  

ｲﾀｶﾞｷ ｺｺﾛ      301板垣こころ  

ｲﾄｳ ﾘｻ           307伊藤　里紗  

ｵｵﾀ ｷﾗ           305太田　　煌  

ｷｸﾁ ﾘｻ           311菊池　理沙  

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｵ        308杉山　麻央  

ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ      299鈴木　　希  

ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ        312中村　心春  

ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ        300藤井　乙葉  

ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ        302松﨑　りん  

ﾑﾈﾄｳ ﾘｶｺ        306宗藤梨華子  

ﾑﾛｷ ﾐﾅ           298室木　未菜  

ﾔｷﾞﾊﾗ ｱｲﾘ      310八木原愛莉  

ﾖｺｲ ﾁｴﾘ         303横井千枝里  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

金田ＳＣ       15 41 2人数 種目 リレー（13508）

男  子
ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ   334川邉亮太朗  

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾖｼ     335近藤　貴允  

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ     339近藤　将允  

ｻﾄｳ ﾕｳﾏ         340佐藤　佑磨  

ﾀﾑﾗ ﾙｲ           338田村　琉偉  

ﾅｶﾔ ﾌｳｷ         337中谷　風希  

ﾅｶﾔ ﾕｳｸ         336中谷　悠空  

ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ         333野中　　勝  

女  子
ｳﾗﾍﾞ ﾘﾝﾅ        344占部　凜奈  

ｶﾄｳ ﾐｶ           346加藤　実佳  

ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅﾐ        341川邉みなみ  

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ     342小林　　楓  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾅ      345小林　史奈  

ﾆﾍｲ ﾐﾅ           347仁平　美凪  

ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｶ        343柳　　優花  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

アクラブ調布 48 117 5人数 種目 リレー（13509）

男  子
ｱｼﾀﾞ ｺｳｷ        351芦田　功輝  

ｲｹﾓﾄ ﾘｮｳ        353池本　　亮  

ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ        348市川　光太  

ｲﾄｳ ﾕｳﾘ         366伊藤　優里  

ｲﾘｴ ﾀﾞｲﾁ        370入江　大智  

ｵｵﾔﾏ ｶｲﾁ        368大山　開地  

ｶﾈｺ ﾖｳﾀﾛｳ      352金子洋太郎  

ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ        365木村　勇介  

ｺﾂｼﾞ ﾅｵﾄ        350小辻　直人  

ｺﾏﾂ ｹﾞﾝ         362小松　　玄  

ｺﾏﾂ ｿｳ           369小松　　壮  

ｺﾐﾔﾏ ﾏﾋﾛ        363小宮山真尋  

ｼﾓﾑﾗ ﾖｳｽｹ      360下村　洋介  

ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾝﾀﾛｳ   367杉本貫太郎  

ｾｷﾄﾞ ﾀｸﾐ        361関戸　創海  

ﾀｶﾐﾔ ｱｵｲ        359高宮　碧海  

ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ        364手塚　侑人  

ﾊｼｶﾀ ﾅｵｷ        355箸方　尚樹  

ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ        358樋口　蒼大  

ﾎﾝﾏ ﾅｵｷ         349本間　尚輝  

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ   356松本涼太郎  

ﾐﾉﾍﾞ ｺｳｷ        354美濃部孔貴  

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾝﾉｽｹ   357村上尋之助  

女  子
ｱｵﾔﾏ ｼﾉ         394青山　詩乃  

ｲｼｶﾜ ﾕｷ         371石川　優希  

ｲｼｹﾞ ﾎﾉｶ        383石毛　歩果  

ｲｿﾉ ﾏﾕ           389磯野　真優  

ｲｿﾉ ﾐﾕ           375磯野　美優  

ｲﾄｳ ﾘｶﾅ         378伊藤里香奈  

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ     372遠藤　　渚  

ｵｵｷ ﾊﾙｶ         385大木　陽日  

ｵﾊﾗ ﾄﾓｶ         390小原　朋華  

ｶｷｳﾁ ﾕﾅ         393柿内　優那  

ｺｺﾞｼ ｱﾔﾈ        391小越　絢心  

ｺｺﾞｼ ﾎﾉｶ        377小越　帆栞  

ｻﾄｳ ﾕﾘ           387佐藤　友梨  

ｼﾏﾑﾗ ﾏﾕｷ        388島村茉夕妃  

ｼﾏﾑﾗ ﾘﾉｱ        395島村莉乃愛  

ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ        382鈴木　実咲  

ﾂﾉﾀﾞ ｽｽﾞﾈ      379角田　鈴音  

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾅｷﾞｻ     373出口　　汀  

ﾄﾐﾀ ﾅｵ           386富田　菜央  

ﾄﾘｽﾞﾐ ﾏｷ        384鳥住　真希  

ﾆｼﾀﾞ ﾘｻ         381西田　梨沙  

ﾉｳﾑﾗ ﾐｻｷ        376能村　光咲  

ﾌｸｵｶ ﾅﾘ         392福岡　奈莉  

ﾏﾂﾀﾆ ｺｳﾒ        380松谷　光梅  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ      374渡邊　楓梨  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

金町ＳＣ       75 222 4人数 種目 リレー（13510）

男  子
ｱｻﾜ ｶｽﾞﾏ        405浅輪　一翔  

ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ      411石田　凌也  

ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾁｶ      401市川　晟寛  

ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾀﾀﾞ     404市川　晏匡  

ｵﾀｶ ｺｳﾀ         403尾高　康太  

ｶﾒﾓﾄ ﾀｲｼｮｳ     406亀本　大勝  

ｶﾜﾒ ﾄｳﾔ         417川目　柊陽  

ｷｸﾀﾆ ﾕｳﾄ        425菊谷　侑杜  

ｷｸﾁ ｿｳ           412菊池　　颯  

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ        400斉藤　　大  

ｼﾗﾊﾏ ｿｳﾀ        426白濱　碧太  

ｽﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ      422図師航太朗  

ﾀｶﾉ ｳﾀ           414高野　海太  

ﾀｸﾞﾁ ｾｱ         419田口　聖空  

ﾀﾅｶ ﾘｮｳ         396田中　　僚  

ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ         420田鍋　塁大  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ      413中島　大斗  

ﾅﾘﾀ ﾚｵ           410成田　怜央  

ﾊﾏﾀﾞ ｿﾗ         418濱田　　宙  

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾉｽｹ   415本多隼之助  

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾏ      399松田　龍眞  

ﾐｽﾞﾊｼ ﾀｹｼ      424水橋　　毅  

ﾐｽﾞﾊｼ ﾏｺﾄ      409水橋　　諒  

ﾔｽｷﾞ ﾏｵ         423八杉　磨生  

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ     397山本虎之介  

ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄ      408横山　和士  

ﾖｼｻﾞｶ ﾘｸ        402吉坂　　陸  

ﾖｼﾉ ﾊﾙﾏ         421吉野　悠真  

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ        416吉村　朱翔  

ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｼ        407吉村　優志  

ﾜｸﾓﾄ ｱｽｶ        398涌本明日翔  

女  子
ｱｶﾊﾞ ｼｵﾝ        435赤羽　詩音  

ｱｻｸﾗ ﾐｸ         451朝倉　茉咲

ｱｻﾜ ﾎﾉｶ         465浅輪　帆花  

ｲｲﾀﾞ ｱｺ         445飯田　愛心  

ｲｹﾀﾞ ｺﾕｷ        458池田　小雪  

ｲｼﾀﾞ ｱﾔｶ        434石田　彩夏  

ｲﾁｶﾜ ﾐｺ         443市川　倫子  

ｲﾜｲ ﾘｺ           466岩井　梨子  

ｵｵﾊﾀ ｱｷ         459大畑　杏紀  

ｵｵﾓﾘ ﾐｵ         463大森　美桜  

ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ        470岡田　七海  

ｵｷﾞﾉ ｻｴｶ        452荻野　冴花  

ｶﾄｳ ｿﾗﾘ         439加藤　空璃  

ｶﾈｺ ﾘﾝｶ         446金子　稟佳  

ｶﾐﾑﾗ ﾜｶﾅ        431上村和花奈  

ｶﾜﾏﾀ ｱｶﾘ        436川俣　　灯  

ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ      453川俣　　紬

ｶﾝﾉ ﾅﾐ           440菅野　奈美  

ｷｸﾁ ﾖｳ           467菊池　　遥  

ｸﾎﾞﾀ ﾗﾝ         468久保田　蘭  

ｻｲﾄｳ ｱﾝ         447齋藤　　杏  

ｻﾄｳ ﾕｳ           450佐藤　結生  

ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｮｳ     462島袋　　綾  

ｼﾗﾈ ｷｻｷ         454白根　季咲  

ｼﾗﾈ ﾐｽﾞｷ        444白根　瑞季  

ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ        441鈴木　陽菜  

ｽﾝﾄｳ ﾚﾐ         457駿藤　玲美  

ｿﾝ ﾚｲﾅ           460孫　　伶娜  

ﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ         433千田　桃果  

ﾄｳｾﾝ ｱﾝﾅ        456東泉　杏奈  

ﾅｲﾄｳ ﾐｻｷ        469内藤　実咲  

ﾅｶﾞﾔﾏ ｹｲ        429永山　　景  

ﾅﾘﾀ ﾐｵ           449成田　実生  

ﾅﾘﾀ ﾒｲ           437成田　芽生  

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾉ        430橋本ひなの  

ﾋｸﾞﾁ ｻｷ         438樋口　彩妃  

ﾌｸﾓﾄ ﾅﾂｷ        461福本　夏己  

ﾌｾ ｶｽﾐ           432布施　果純  

ﾎｯﾁ ﾕｳｶ         427發地　優花  

ﾐｽﾞｺｼ ﾅｵ        428水越　菜緒  

ﾔﾌﾞｻｷ ﾕﾘ        442藪崎　友里  

ﾔﾏﾅｶ ﾅｵ         455山中　　直  

ﾔﾏﾔ ﾏｵ           448山谷　眞桜  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

金町ＳＣ       75 222 4人数 種目 リレー（13510）

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ        464渡邊　莉亜  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬      24 82 2人数 種目 リレー（13511）

男  子
ｲｲｻﾞﾜ ｿﾗ        478飯澤　蒼空  

ｳｴｷ ﾄｼﾋｻ        477植木　稔久  

ｵｵｿﾞﾉ ﾏｻｷ      472大園　雅樹  

ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ        476久保田七輝  

ﾀｷﾅﾐ ﾚﾝ         474瀧波　　蓮  

ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｳｷ      471福澤　有輝  

ﾌｼﾞﾉ ﾕｳｷ        475藤野　友輝  

ﾔﾏﾑﾗ ｲﾁﾀ        473山村　一太  

女  子
ｲｹﾀﾞ ﾕﾗﾝ        487池田　優蘭  

ｲﾉｸﾁ ﾘﾅ         481井ノ口莉那  

ｴﾉﾓﾄ ｺｺﾅ        482榎本　心奈  

ｵｲｶﾜ ﾜｶﾅ        490及川　和奏  

ｵｵﾊｼ ｷｽﾞﾅ      492大橋　　絆  

ｵｸﾞﾗ ｻｴ         488小倉　紗英  

ｸﾘﾊﾗ ｻｸ         494栗原　紗玖  

ｺｲﾏﾙ ﾘｮｳｶ      480古井丸涼香  

ｻﾜ ｷｮｳｶ         485澤　　響花  

ﾀｶｻｷ ﾕｳﾅ        483髙﨑　優奈  

ﾅｶﾞﾔﾏ ｶﾝﾅ      486永山　栞生  

ﾌｸｼﾏ ｶｴ         489福島　可絵  

ﾌｸｼﾏ ｶｵﾘ        484福島　可織  

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾅ        491松﨑　結菜  

ﾔﾏﾑﾗ ｵﾄｶ        493山村　乙夏  

ﾖﾈﾐﾂ ﾐｵ         479米光　美桜  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

太陽教育ＳＣ 55 164 4人数 種目 リレー（13523）

男  子
ｱｻｸﾗ ｼｮｳﾀ      566浅蔵　祥太  

ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ        551阿部　剛大  

ｱﾎﾞﾝﾃﾞｯﾄ ﾙｲ   560ｱﾎﾞﾝﾃﾞｯﾄﾙｲ  

ｲｲﾉ ｶｲｾｲ        572飯野　開成  

ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ        561石川　大起  

ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛ        564石塚　　野  

ｲﾄｳ ﾚﾝﾄ         553伊藤　練人  

ｲﾏﾀﾞ ﾅｵ         559今田　　直  

ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ        562上田　悠貴  

ｳｴﾑﾗ ﾘｳ         568上村　琉生  

ｵｵﾊﾞ ｱｷﾗ        544大場　　明  

ｵｵﾊﾞ ﾄｳﾏ        574大場　斗真  

ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾄ        567大場　優斗  

ｶﾅﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ     565金元　遼河  

ｷﾘｼﾏ ｶｽﾞｻ      556桐島　一颯  

ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ      569小島　大輝  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ      549小林　　渉  

ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｱｷ   547近藤　成瞭  

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ      552齋藤　大喜  

ｽﾄﾞｳ ﾄﾓﾔ        558須藤　智弥  

ｾｷﾀ ﾉﾘｷ         555関田　典起  

ﾀｹﾀﾞ ｸｳｶﾞ      550武田　空我  

ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ        545武田　弥己  

ﾀｹﾅｶ ﾀｲﾁ        573竹中　太一  

ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ      542谷本　弘幸  

ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ         548千葉　裕貴  

ﾃｼﾛｷﾞ ﾕｳﾏ      554手代木裕摩  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ   563中島　大悟  

ﾊﾀ ｺﾀﾛｳ         546畑　耕太郎  

ﾊﾔｼ ﾕｳｷ         571林　　融希

ﾌｸｵｶ ｵｳﾀﾛｳ     575福岡桜太郎  

ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ        543堀田　恵路  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ     570山崎　太雅  

ﾜｼｵ ｲｸﾐ         557鷲尾　郁洋  

女  子
ｱｵｷ ﾕﾘｺ         581青木裕里子  

ｱｼﾞｵｶ ﾐｸ        578味岡　美紅  

ｲｲﾉ ｶﾘﾝ         595飯野　花梨  

ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ        594石川　愛梨  

ｲﾅ ﾐｵ            593伊奈　美桜  

ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ        577今田　薫乃  

ｵｵｻｸ ﾅﾅﾐ        585大作南々美  

ｵｿﾞﾈ ｱﾐ         580小曽根杏水  

ｶﾀﾔﾏ ﾘｵ         592片山　莉緒  

ｶﾄｳ ﾐｸ           588加藤　美虹  

ｺﾝﾉ ﾙﾅ           576今野　瑠菜  

ｽｴｶﾈ ﾘｺ         582末包　梨子  

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｲ      579髙栁　まい  

ﾀﾅｶ ﾐﾅ           587田中　未來  

ﾅｶﾔ ｱﾔﾉ         590中谷　文乃  

ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂｺ        583本田　夏子  

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾈﾈ        584本藤　寧々  

ﾐﾉﾜ ﾅﾂﾐ         589箕輪　夏海  

ﾐﾔ ｱﾘ            591宮　　あり  

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾘ        596安田　有里  

ﾛｰｽﾞ ﾌﾗﾝﾁｪｽｶ 586ﾛｰｽﾞﾌﾗﾝﾁｪｽｶ

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ＪＳＳ立石    37 104 2人数 種目 リレー（13528）

男  子
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｱｷ     645石川　一陽  

ｸﾘﾀ ﾊﾙﾁｶ        648栗田　遥史  

ｻｸﾗｲ ｱｵﾄ        640櫻井　碧人  

ｼｽﾞｸ ﾘｭｳｶﾞ     635雫　　琉雅  

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾌｳﾔ     644下城　風弥  

ｽﾐ ﾕｲﾄ           642角　　結徳  

ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭｳﾏ     647瀧澤　秀真  

ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ     650竹村　龍祐  

ﾊｯﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ     646八田琉之介  

ﾌﾁｳｴ ｶｲﾄ        637淵上　魁斗  

ﾐﾀ ﾕｳﾄ           639三田　裕大  

ﾔﾏﾀﾞ ｲﾌﾞｷ      643山田　一颯  

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ        632山田　裕也  

ﾔﾏﾅｶ ｱｶﾙ        651山中　　耀  

ﾖｺﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ   641横山洸一郎  

ﾖｺﾔﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ   649横山総治郎  

ﾜｸｲ ｿﾗ           636涌井　大空  

ﾜｻｷ ﾔｽﾐﾂ        633和﨑　叶充  

ﾜﾀﾞ ﾕｳｶﾞ        638和田　雄向  

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ         634和田　雄斗  

女  子
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾕ        658安藤　麻結  

ｵﾀﾞ ﾎﾕﾐ         654小田歩柚実  

ｶｼﾞﾂﾞｶ ｱｽﾐ     667梶塚　碧澄  

ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾐｺﾄ     662梶塚　海琴  

ｶﾈｺ ｱﾔｶ         660金子　絢香  

ｶﾉｳ ｼｵﾘ         663加納　　栞  

ｸﾄﾞｳ ﾐｷ         661工藤　未来  

ｸﾜﾊﾗ ｻﾗ         659桑原　沙空  

ｻｶｼﾀ ﾘｵﾅ        668坂下里緒菜  

ﾀﾅｶ ｴﾚﾝ         664田中　絵恋  

ﾀﾅｶ ｺｺﾛ         666田中　　心  

ﾅｶﾑﾗ ｱｷ         655中村　　瑛  

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ        652中村　　凌  

ﾌｼﾞｻｷ ﾕﾒｶ      657藤﨑　夢佳  

ﾏｽｺ ｻｻ           665増子　　楽  

ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ        653矢作　智里  

ﾜﾀﾞ ﾕﾒｶ         656和田　夢叶  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ＴＡＣ          13 36 2人数 種目 リレー（13531）

男  子
ｱｷﾓﾄ ｴｲﾀ        738秋元　瑛多  

ｳﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ      736宇都龍之介  

ﾀﾑﾗ ｼﾞﾝﾄ        739田村　仁人  

ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ      734中村　康弘  

ﾅﾐｷ ｼｸﾝ         735並木　志薫  

ﾆｼﾏｴ ｼｭｳｾｲ     733西前　秀星  

ﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ         732野田　　光  

ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｼ        737増田　　叡  

女  子
ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕﾐ      744五十嵐あゆ

ｷﾐｼﾞﾏ ﾘﾝｶ      740君島　凜香  

ｻｶｲ ﾘﾕ           743酒井　梨佑  

ﾀﾑﾗ ﾓﾓ           741田村　もも  

ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ         742塚田　岬歩  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

トピレック    36 80 2人数 種目 リレー（13532）

男  子
ｱｲﾀｶ ﾍｲｿﾞｳ     761相高　平蔵  

ｱｵｷ ｺｳﾀ         758青木　恒太  

ｲｲｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ     757飯澤　悠伍  

ｵｵｸﾎﾞ ｺｳ        751大久保康生  

ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾁ        752岡田　太一  

ｵｸﾉ ｴｲﾀ         749奥野　瑛太  

ｵｸﾉ ｹｲﾀ         755奥野　敬太  

ｶﾜｶﾐ ｱｷﾋﾄ      748川上　輝士  

ｻｻｷ ﾏｺﾄ         746佐々木　信  

ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ     760篠崎　友宏  

ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾚｵ   745神宮司怜央  

ﾅｶﾀﾞ ﾖｼﾄ        756中田　凱斗  

ﾊﾔｶﾜ ﾀｲﾖｳ      747早川　太陽  

ﾋﾋﾞ ｱﾔﾄ         754日比　彩人  

ﾋﾗｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ     750平泉　海人  

ﾔﾏｳﾁ ｶｲﾕｳ      759山内　海佑  

ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｸﾏ      753山岸　巧眞  

女  子
ｱｻﾋｵｶ ﾘﾅ        769旭岡　莉和  

ｲｼﾊﾗ ｻﾁｶ        764石原　幸華  

ｲﾏｲ ﾘﾅ           779今井　莉菜  

ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ         772小川　　桃  

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ        762小野寺はな  

ｶﾜｻｷ ﾕﾗ         773川﨑　優良  

ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ        774坂本　　南  

ｻｸﾏ ｶﾉﾝ         765佐久間栞暖  

ｼﾉｻﾞｷ ｱｶﾘ      780篠崎　朱里  

ﾀｶﾊｼ ﾘﾎ         778高橋　凛帆  

ﾀﾝﾉ ﾚﾅ           770丹野　礼菜  

ﾊﾔｶﾜ ｱｵｲ        763早川　　葵  

ﾊﾔｶﾜ ｶﾚﾝ        775早川かれん  

ﾊﾔｶﾜ ﾋｶﾙ        767早川ひかる  

ﾏﾂｲ ｻｸﾗｺ        766松井　桜子  

ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾊﾅ        777松本　美花  

ﾐﾔﾓﾄ ﾚﾅ         771宮本　レナ  

ﾔﾏｷﾞｼ ｴﾏ        776山岸　絵麻  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ      768渡辺菜々美  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

東京ＤＣ       51 124 10人数 種目 リレー（13534）

男  子
ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾄ        790石田　匠寿  

ｲﾁｽﾞﾐ ﾀｸﾄ      805市角　匠人  

ｲﾜﾊﾞｴ ﾀｸﾛｳ     798岩生　拓朗  

ｳﾁｲｹ ｴﾆｼ        804内池　　縁  

ｳﾁｲｹ ｼﾞｭｷｱ     810内池寿絆亜  

ｵｵﾂｶ ｴｲｷ        793大塚　永耀  

ｶﾐﾉｳ ﾕｻ         796神農　裕史  

ｶﾒﾔ ﾊﾔﾄ         786亀谷　隼叶  

ｶﾜﾗｻｷ ﾘｸ        794河原崎理来  

ｺﾀﾞｲﾗ ｽﾅｵ      788小平　　直  

ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾀ     801齊藤　純太  

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾀ      802齊藤　隆太  

ｻｸﾏ ﾀｹｼ         784佐久間雄士  

ｻｸﾏ ﾀﾂﾔ         781佐久間達也  

ｻﾀｹ ﾘﾝﾀﾛｳ      797佐竹倫太郎  

ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ      785清水　恒聖  

ﾅｶﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ     791永島　　楓  

ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ        811中村　瑛杜  

ﾉｼﾞﾏ ｺｳﾀ        782野島　宏太  

ﾊﾔｾ ｺｳｽｹ        807早瀬　公亮  

ﾌｸｼﾏ ﾊﾙﾄ        808福島　遥斗  

ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾀ        795本田　敬大  

ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ        789本田　智也  

ﾏｽｺ ﾕｳﾀ         800益子　裕太  

ﾐｶﾐ ﾕｳﾏ         806三上　優磨  

ﾐﾀ ﾏｻﾋﾛ         787三田　真敬  

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾙｷ      809皆川　晴輝  

ﾐﾔｳﾁ ｿｳﾀ        799宮内　颯太  

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｶﾞ     792村上　稜芽  

ﾔﾅｷﾞ ｹｲｺﾞ      803柳　　慶吾  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳ        783渡邊　　航  

女  子
ｱｵｷ ﾁｻｷ         825青木　智咲  

ｲｼｲ ﾆｼﾞｶ        821石井　虹翔  

ｲｼﾀﾞ ﾕｱ         813石田　結愛  

ｲﾁｶﾜ ﾏﾅﾊ        824市川真奈羽  

ｴﾊﾗ ｱｲﾉ         819江原　愛乃  

ｵｵｴ ﾓﾓｶ         827大江萌々香  

ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ         826木村　心香  

ｺﾝﾉ ﾊﾙﾋ         815今野　遥陽  

ｻﾄｳ ｱﾔｶ         818佐藤　綾香  

ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ        829佐藤　　渚  

ｼﾗｲﾜ ﾕｷｱ        823白岩由妃愛  

ｽｷﾞｵｶ ﾐｽｽﾞ     822杉岡　美涼  

ｽｽﾞｷ ﾘｺ         812鈴木　璃子  

ﾁﾊﾞ ｱｽﾞﾐ        817地場　愛純  

ﾂﾁﾔ ｱｲ           830土屋　　愛  

ﾅｶﾀﾞ ﾕﾘｺ        831中田百合子  

ﾐﾔｳﾁ ﾕｲ         814宮内　優衣  

ﾐﾔｷﾞ ﾅﾙﾐ        820宮城七琉海  

ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅｷﾞ      816山本　碧渚  

ﾜﾀﾞ ｻｸﾗ         828和田　　桜  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

アクラブ稲城 34 85 4人数 種目 リレー（13539）

男  子
ｱﾗｲ ﾕｳﾀ         875荒井　悠太  

ｲｸﾀ ﾋﾃﾞﾀﾛｳ     871生田英太郎  

ｲｹﾀﾞ ﾀｲｶﾞ      874池田　大佳  

ｲｿﾅﾐ ﾀｹﾋﾄ      876磯波　勇仁  

ｲｿﾅﾐ ﾖｼﾋﾄ      882磯波　義仁  

ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ      869工藤　良太  

ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ      872進藤　敦樹  

ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ        867髙橋明日翔  

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ      878高橋　龍輝  

ﾂﾈﾖｼ ｶﾝﾀ        873恒吉　貫太  

ﾅｲﾄｳ ｼｭｳﾔ      870内藤　柊也  

ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾐ        868長野　　匠  

ﾅﾘﾀ ﾘﾂｷ         879成田　律己  

ﾌｼﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｱｷ   866藤谷　忠昭  

ﾏｽﾀﾞ ﾀﾞﾝ        877増田　　檀  

ﾏｾ ｶｽﾞﾋｻ        881間瀬　知尚  

ﾏﾙﾀﾆ ﾀｹﾙ        880丸谷　健流  

女  子
ｲｸﾀ ﾋﾄﾐ         899生田　　瞳  

ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ      889近藤羽流奈  

ｻｸﾏ ﾂﾑｷﾞ        893佐久間　紬  

ｻｸﾏ ﾊﾙｶ         884佐久間　悠  

ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾝ        886菅原　　鈴  

ｾｷｸﾞﾁ ﾏｲｶ      883関口　舞花  

ﾀｶｷﾞ ﾕｷ         887高木　裕貴  

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾕｳ      894谷口　心優  

ﾄﾖｼｹﾞ ｱｵﾊﾞ     885豊重　青葉  

ﾅﾘﾀ ﾋﾖﾘ         898成田　陽和  

ﾈｷﾞｼ ﾏﾕ         897根岸　麻優  

ﾋﾗｻﾜ ﾕｲ         890平澤　友唯  

ﾌｫｰﾘｰ ｶｴﾃﾞ     896フォーリー

ﾏｴｶﾜ ｺｺﾐ        888前川　心海  

ﾓﾄﾔ ﾕﾘｺ         892元谷悠理子  

ﾔﾏｳﾁ ﾕｲﾅ        891山内結衣菜  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ      895渡邊　優花  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

藤村ＳＳ       58 152 12人数 種目 リレー（13541）

男  子
ｳｼﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ     913後田　悠介  

ｴｸﾞﾁ ｻﾄｼ        909江口　智志  

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾀｶ     908神原　理孝  

ｷｼ ﾘｵ            917岸　　琉心  

ｸｽﾀﾞ ｾｲｼﾞ      915楠田　聖史  

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 910桑原隆太朗  

ｺﾔﾏ ﾗｲｷ         901小山　来希  

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ      904坂本　悠輔  

ｻﾄｳ ｺｳｽｹ        903佐藤　工介  

ｼﾓﾑﾗ ﾚｵ         906下村　怜大  

ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ      912手塚　佳佑  

ﾅｶｶﾞﾜ ﾗｸｴｲ     914中川　楽栄  

ﾋﾗﾓﾄ ﾀｲｷ        907平本　大輝  

ﾋﾙﾏ ﾔｽｱｷ        902比留間穏覚  

ﾋﾛｾ ﾄﾓﾀﾛｳ      916廣瀬智太郎  

ﾑｻｼ ｼｮｳ         900武蔵　　尚  

ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｽｹ      911山内　雄介  

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾀﾛｳ   905山本修太朗  

女  子
ｱﾂﾐ ﾁﾎ           935渥美　千穂  

ｲｼﾀﾞ ｴｸ         944石田　笑紅  

ｲﾄｳ ﾐｿﾗ         956伊藤　美空  

ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ         932伊藤　美波  

ｵｼﾀﾞ ﾏｵ         927押田　茉桜  

ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ         945加藤　結音  

ｷｸﾁ ｺﾄﾘ         929菊地　琴梨  

ｸｽﾀﾞ ﾉｱ         948楠田　乃愛  

ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ        940楠田　夢乃  

ｸﾛｽﾞﾐ ｻﾔｶ      941黒住　　彩  

ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ     934近藤ジュン  

ｻｲﾄｳ ﾘﾅ         952斉藤　莉那  

ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ        951坂本昌哩杏  

ｻｻｷ ﾕｳｶ         920佐々木優花  

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ        924清水　優希  

ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ        936鈴木　杏梨  

ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ        946鈴木　伽望  

ｾﾀ ﾕｳﾅ           950瀬田　夕凪  

ﾀﾅｶ ｱｷ           918田中　亜季  

ﾀﾅｶ ｻｷ           919田中　沙季  

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ         922田中　佑季  

ﾂｷﾐｻﾄ ﾘﾝ        937月見里　凛  

ﾄｸﾓﾄ ﾕｲｶ        947徳本　唯花  

ﾅｶﾉ ﾕｶｺ         930中野有香子  

ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾂ        938西澤　　夏  

ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾅﾒ      957西島　叶芽  

ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ         955橋本　夏奈  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾆｺ        943長谷川仁子  

ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ         926福田　幸来  

ﾌﾅｷ ｶﾅ           928舩木　果南  

ﾌﾅｷ ﾘﾅ           921船木　里菜  

ﾌﾅﾓﾄ ﾁﾋﾛ        942船本　千尋  

ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ      933堀籠ひなた  

ﾏﾂｲ ｱﾐ           939松井　亜美  

ﾐﾔﾂﾁ ｼﾞｭﾉ      954宮土　珠乙  

ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ         923宮本　理紗  

ﾔｷﾞｭｳ ｻｷ        953柳生　早希  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ      925山﨑　千楠  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖｳ      931山﨑　千瑶  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ        949渡邉　さら  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ﾙﾈｻﾝｽ曳舟      21 49 4人数 種目 リレー（13544）

男  子
ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ        1003岡田　草大  

ｹﾂﾞｶ ﾘｭｳ        1002毛塚　　琉  

ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾔ        997後藤　優弥  

ｻﾄｳ ﾕｳﾀ         996佐藤　勇太  

ｼﾗﾄﾞ ﾄﾓﾋﾛ      1000白土　友浩  

ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ      1001田口　聖大  

ﾎｿﾔ ｲﾂﾞｷ        999細谷　泉月  

ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｾｲ      998森本　洸誠  

女  子
ｵｶ ﾐｳ            1016岡　　美憂

ｵｶﾉ ﾏﾋﾛ         1006岡野　茉優  

ｶﾄｳ ﾈｲﾛ         1008加藤　音彩  

ｶﾒｲ ﾐﾅ           1004亀井　美那  

ﾀｹﾔﾏ ｲﾌﾞｷ      1007竹山　依吹  

ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ         1011田中　美波  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｿﾗ      1005中島　舞空  

ﾌｼﾞｲ ﾅﾎ         1015藤井　菜穂  

ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾐ        1012堀川　愛未  

ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾅ        1014森本　柚菜  

ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ        1010山下　　葵  

ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐｶ        1009山田　郁花  

ﾖｼｶﾜ ｱｲﾐｲ      1013吉川愛実唯  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ﾙﾈｻﾝｽ経堂      20 56 4人数 種目 リレー（13545）

男  子
ｳｴﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ      1017植村　友晴  

ｶｼﾜｷﾞ ｿﾗ        1023柏木　　昊  

ｺｲｹ ﾏｻﾑﾈ        1026小池　匡宗  

ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ      1020齋藤　慶介  

ｻｶﾀ ｶｽﾞｷ        1024坂田　一樹  

ｼｸﾔ ｺｳｽｹ        1019宿谷　昂介  

ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝ      1022杉元　　瞬  

ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ        1021鈴木　晴登  

ﾀﾁｶﾜ ﾕｳｺﾞ      1027立川　雄瑚  

ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝﾄ      1025中川　健人  

ﾉｸﾞﾁ ｴｲｽｹ      1018野口　栄典  

女  子
ｲｼｲ ﾓｴｶ         1030石井　萌佳  

ｶﾜﾑﾗ ﾎﾉｶ        1036川村　穂華  

ｷﾉｼﾀ ﾘﾘｱ        1028木下莉里愛  

ｻｶｲ ﾊﾙｶ         1035酒井　晴花  

ｽｽﾞｷ ﾓｴ         1032鈴木　もえ  

ﾀﾅｶ ｻﾄ           1033田中　　里  

ﾀﾅｶ ﾊﾅ           1029田中　　花  

ﾄﾐﾀ ﾘｻｺ         1034富田梨紗子  

ﾊﾏｼﾏ ｶﾚﾝ        1031濱島　香怜  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

コナミ西葛西 62 155 11人数 種目 リレー（13549）

男  子
ｱﾗｶﾈ ﾋﾅﾀ        1065荒金　　陽  

ｱﾗｷ ｿｳﾀ         1068荒木　颯太  

ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾄ        1070市川　将大  

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ        1059伊東　和輝  

ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙ         1051内田　　晴  

ｳﾗｻﾜ ｱﾕﾑ        1058浦澤　　歩  

ｶﾉｺ ｼﾞｭﾝ        1071鹿子　　純  

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ     1067小林　佳祐  

ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ     1042斉藤　純也  

ｻﾄｳ ﾚｲﾔ         1054佐藤　怜弥  

ｼﾐｽﾞ ﾏｵ         1047清水　真央  

ｼﾐｽﾞ ﾏﾋﾛ        1048清水　真宏  

ｼﾝｸﾞｳ ｶｽﾞﾊ     1053新宮　一葉  

ｼﾝｸﾞｳ ｺｳﾖｳ     1057新宮　広葉  

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾀｶ      1052鈴木　智貴  

ﾀｹﾊﾅ ｶﾝﾀ        1043竹鼻　幹太  

ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ      1050竹鼻　涼太  

ﾁﾊﾞ ｶﾅﾄ         1064千葉　奏斗  

ﾄｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ      1045徳原　悠月  

ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾄ     1049永井　純斗  

ﾆｯﾀ ｼﾝｺﾞ        1060新田　慎吾  

ﾊﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ        1046畑中　千拓  

ﾊﾀﾉ ｼﾝﾀﾛｳ      1062幡野慎太郎  

ﾊﾔﾀ ﾏﾋﾛ         1044早田　真宙  

ﾊﾔﾐ ｿｳﾀ         1061速水　颯太  

ﾎﾝﾏ ﾕｷﾔ         1069本間　敬也  

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｷ        1066前田　晴輝  

ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾃﾙ     1063丸山　和輝  

ﾓﾄﾀﾞﾃ ｳｷｮｳ     1056本舘　右京  

ﾔｽﾗｵｶ ｼｵﾝ      1055安良岡知恩  

女  子
ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ         1077有川　萌結  

ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｶ      1072石橋　春華  

ｴﾓﾄ ﾊﾅﾊ         1080江本　椛蝶  

ｵｵｼﾏ ﾐﾅ         1090大島　美那  

ｵｸﾞﾗ ﾐｵ         1086小倉　未央  

ｵｾﾞｷ ﾁﾋﾛ        1078尾関　千洋  

ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾕ        1074小野寺愛結  

ｺｻｶﾍﾞ ﾅﾂｷ      1097小坂辺夏希  

ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ         1075後藤　渚菜  

ｺﾏﾂ ｱﾔﾈ         1083小松　紋音  

ｻｶﾓﾄ ｳﾀ         1099坂本　　唄  

ｼｶﾞ ﾕｲﾊ         1093志賀　結羽  

ｼﾏﾑﾗ ﾐﾊﾅ        1096島村　実花  

ｼﾓｼﾞ ﾄｱ         1102下地　十愛  

ｼﾗｲｼ ﾏﾘ         1092白石　真莉  

ﾀﾏｶﾞﾜ ﾐﾕ        1079玉川　実優  

ﾅｶﾞｲ ﾘｻ         1101永井　梨沙  

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ         1091中村　美結  

ﾅｶﾖｼ ﾘｵ         1085仲吉　莉央  

ﾆｼﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ      1081西村まどか  

ﾆｼﾜｷ ﾅﾅﾐ        1098西脇菜々美  

ﾉｸﾞﾁ ｶﾎ         1103野口　華穂  

ﾊﾀﾉ ﾁｶｺ         1076幡野智佳子  

ﾊﾔﾐ ｶﾚﾝ         1100速水　楓恋  

ﾌｼﾞｲ ｶﾝﾅ        1095藤井　緩渚  

ﾎｼﾉ ｷﾐｶ         1094星野　公伽  

ﾎﾘ ｱｷﾅ           1082堀　　晶那  

ﾏｻｷ ﾂｶｻ         1088正木つかさ  

ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾅ        1089松崎　はな  

ﾑｶｲ ｻｴ           1084向井　咲愛  

ﾑｶｲ ﾕｴ           1087向井　結愛  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ      1073山口　美咲  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

三菱養和ＳＳ 50 146 8人数 種目 リレー（13552）

男  子
ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ   1116尼ヶ崎羽龍  

ｲｲﾀﾞ ｱﾂｷ        1133飯田　敦己  

ｲﾅﾀﾞ ﾘﾋﾄ        1129稲田理惹斗  

ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ      1119井上　舜喜  

ｲﾏﾑﾗ ﾜｶﾊﾞ      1118今村　若葉  

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ     1115遠藤　柊斗  

ｶｷﾐ ﾀｹﾙ         1132垣見　　尊  

ｶﾓｼﾀ ｺﾀﾛｳ      1126鴨下己太朗  

ｸﾛﾇﾏ ﾘｮｳﾀ      1120黒沼　良太  

ｺﾝﾉ ｶｵﾙ         1117金野　　薫  

ｻﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ        1114澤田　夏樹  

ｼﾗﾔﾏ ｻﾄｼ        1128白山　惺之  

ｾｷﾈ ﾀｸﾄ         1121関根　拓人

ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ      1134滝沢　知哉  

ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ   1113福澤　真平  

ﾌｼﾞﾀﾞｲ ｻｽｹ     1112冨士大早輔  

ﾎｼﾉ ﾊﾙﾔ         1122星野　晴也  

ﾐﾔｻｶ ﾋﾛﾁｶ      1131宮坂　洸慶  

ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ        1125宮下　　駿  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ     1124山口　遼大  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｶﾄﾞ     1127山崎　　帝  

ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ         1130山本　暉莉  

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾀ         1123山本　莉汰  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ      1135渡邊　陽仁  

女  子
ｱﾏﾉ ｶﾚﾝ         1149天野　可蓮  

ｵｵﾀﾆ ﾐｸﾙ        1156大谷みくる  

ｵｶｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ      1159岡沢優里奈  

ｵｸﾞﾗ ﾐﾊ         1150小倉　現杷  

ｵﾀﾞ ﾓｴｶ         1139小田　萌香  

ｵﾉ ﾏﾘｴ           1138小野真里会  

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾜｶ        1157小野寺和夏  

ｵﾐ ｻｸﾗｺ         1140尾見　桜子  

ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ      1141木崎　京香  

ｷｻﾞｷ ﾘｮｳｺ      1153木崎　涼子  

ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ        1147木津喜一花  

ｸｽﾞﾊﾗ ﾏｲ        1146葛原　　舞  

ｸｽﾞﾊﾗ ﾐｷ        1154葛原　美希  

ｸﾎﾞﾀ ﾐｵ         1161久保田美央  

ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ      1136小林　　麗  

ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ        1155坂本あかり  

ｼｲﾅ ｶﾅｺ         1144椎名　奏子  

ｼﾗｶﾜ ﾏｲ         1152白川　舞衣  

ﾁﾊﾞ ﾏﾋﾙ         1160千葉まひる  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ      1137中島未由佳  

ﾌﾅｺｼ ｻﾔ         1142船越　彩椰  

ﾏﾂﾑﾗ ｱｵﾊﾞ      1143松村　碧葉  

ﾐﾔｻｶ ﾆｺ         1145宮坂　仁子  

ﾑﾗﾏﾂ ｱｲﾘ        1158村松　愛梨  

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｺ        1148山田奈央子  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ      1151渡邊　日陽  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ロンド東村山 58 150 10人数 種目 リレー（13555）

男  子
ｲﾏｻﾞﾄ ﾃﾙｷ      1193今里　晴己  

ｲﾏｻﾞﾄ ﾊﾙﾄ      1181今里　陽士  

ｲﾘｴ ﾘｮｳｾｲ      1185入江　崚生  

ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾄ        1197大場　天翔  

ｶｻｲ ｱﾕﾑ         1186葛西　歩夢  

ｶﾏﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ     1207鎌田桂大郎  

ｶﾐｻｹﾞ ﾕｳﾏ      1194上提　佑真  

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ   1191川口　竜成  

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾉﾘ     1196近藤　立宜  

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ        1214斎藤　晴希  

ｻﾄｳ ｼﾕｳ         1201佐藤　汐優  

ｻﾄｳ ﾋﾕｳ         1200佐藤　向優  

ｻﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ      1208澤田　晄生  

ｼｼﾊﾞ ﾕｳﾄ        1184紫芝　祐斗  

ﾀﾀﾞ ﾀﾂｷ         1182多田　　樹  

ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ     1192土田慎之介  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ     1188中島　大征  

ﾅｶﾞｼﾏ ﾂﾊﾞｻ     1202永島　　翼  

ﾅｶﾞｼﾏ ﾜﾀﾙ      1215永島　　航  

ﾅｶﾆｼ ｱﾚﾝ        1195中西　亜廉  

ﾅｶﾆｼ ｴﾘｸ        1210中西　英陸  

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾔ        1206中村　直哉  

ﾉﾅｶ ｶｽﾞｷ        1198野中　一輝  

ﾋﾛｻﾜ ﾚｵ         1212廣澤　伶於  

ﾋﾛｽﾞﾐ ｼﾝ        1205廣住　　心  

ﾋﾛｾ ﾘﾂ           1211廣瀬　莉智  

ﾌｸｲ ｼｵﾝ         1187福井　梓恩  

ﾌｸﾐﾂ ｶｲﾄ        1183福光　海斗  

ﾎﾝﾏ ﾕｳｷ         1190本間　裕樹  

ﾐﾔｺｼ ｶｲ         1216宮越　　海  

ﾓﾘ ﾋﾛﾄ           1204森　　啓戸  

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ      1189山田　晃誠  

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ        1209山田　悠生  

ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾊﾙ      1213山中　喜晴  

ﾖｼﾄ ｿｳﾜ         1199吉戸　蒼航  

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｽｹ 1203若林　恭佑  

女  子
ｱｵｷ ｶﾂﾞﾊ        1220青木かづは  

ｲｼｶﾞｷ ｴﾅ        1237石垣　瑛菜  

ｲﾄｳ ｷｮｳｶ        1217伊藤　杏夏  

ｲﾄｳ ﾊﾅｶ         1218伊藤　花夏  

ｶﾜｸﾞﾁ ｿﾗ        1232川口　想来  

ｶﾜｻｷ ﾕｲ         1223川崎　結衣  

ｸｷﾀ ﾘｺ           1221久木田莉子  

ｸﾘﾊﾗ ﾕﾘﾝ        1228栗原　優凛  

ｺﾀﾞﾏ ｺﾊﾙ        1225児玉こはる  

ｻｶｼﾀ ｱｵｲ        1226坂下　葵彩  

ｻｷﾔﾏ ﾕﾘﾅ        1238崎山友莉菜  

ｻﾜｻﾞｷ ﾏﾜ        1233澤崎　真和  

ｽﾄｳ ﾊﾅ           1234須藤　　花  

ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ        1227髙橋なつ美  

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ         1229髙橋　実結  

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅ         1236中村　妃那  

ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ         1230橋本　真衣  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅｺ      1222長谷川菜々

ﾐﾅｲ ﾘﾝ           1235薬袋　　凛  

ﾔｽﾀﾞ ｱｶﾘ        1224安田　朱里  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ        1231渡辺　真央  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ        1219渡辺　莉央  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｱｸﾗﾌﾞ堀之内   26 86 1人数 種目 リレー（13557）

男  子
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ        1241飯田　悠斗  

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ      1246池田　翔真  

ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ      1247稲葉　大地  

ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｷ        1244金田　悠希  

ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ      1242鈴木　敬大  

ﾃﾗﾀﾞ ｼｭｳﾏ      1249寺田　修麻  

ﾅﾙｼﾏ ﾖｼﾄｸ      1245成嶋　義徳  

ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ      1239西田　大晟  

ﾉｼﾀ ｱｷﾄ         1243野下　晨斗  

ﾐｳﾗ ｿｳﾀ         1240三浦　颯太  

ﾐｽﾞﾏﾁ ﾅｲﾄ      1251水町　騎士  

ﾐｽﾞﾏﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ 1248水町龍太郎  

ﾖｺｲ ｶｲﾄ         1250横井　海翔  

ﾜｷ ｼｮｳｺﾞ        1252脇　　章悟  

女  子
ｵｵﾊﾞ ｺﾉｶ        1264大場　好夏  

ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄｴ        1263勝山　仁絵  

ｶﾜﾅﾐ ｶﾝｼﾞｭ     1253川浪　莞寿  

ｶﾜﾑﾗ ｴﾘｶ        1261川村枝里華  

ｺｳﾉ ｻﾁ           1258神野　紗智  

ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ      1260鈴木　泉美  

ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ        1254高山　采夏  

ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾝ        1259中澤　　倫  

ﾉﾑﾗ ﾕﾒ           1262野村　由芽  

ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ ﾒｲ     1257ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ芽生

ﾎﾘ ﾕｳｶ           1255堀　結布花  

ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ         1256三浦　帆翔  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ﾙﾈｻﾝｽ亀戸      57 171 18人数 種目 リレー（13560）

男  子
ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂｷ        1286安達　夏輝  

ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ        1275石井　健大  

ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ         1282伊藤　颯人  

ｵｵｽﾐ ﾕｳﾄ        1266大隅　悠翔  

ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ     1277岡田　凌平  

ｶﾄｳ ｺｳｷ         1281加藤　孝基  

ｶﾉｳ ﾘｮｳﾀ        1288狩野　凌大  

ｶﾜﾉ ｶｲﾄ         1265川野　海斗  

ｷｸ ｼｮｳｴｲ        1274菊　　翔瑛  

ｺﾏﾂ ｿﾗ           1285小松　蒼空  

ｻｸﾗｲ ﾘｸ         1294櫻井　　陸  

ｻﾄｳ ﾕｳｷ         1270佐藤　悠生  

ｼﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｷ      1283篠田　大輝  

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ        1291鈴木　悠斗  

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ        1272高橋　優斗  

ﾀｼﾛ ﾘﾂ           1279田代　　立  

ﾀﾑﾗ ﾄｳﾏ         1280田村斗佑真  

ﾂﾈﾐ ｼｮｳﾀ        1292常見　昇汰  

ﾄﾑﾗ ｷﾐﾔ         1271戸村　公哉  

ﾄﾓｴ ﾀｶﾕｷ        1269巴　　鳳孝  

ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳﾀ      1267鳥海　稜大  

ﾅｲﾄｳ ｱｽﾅ        1284内藤　朱沙  

ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ      1287中村　彦太  

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ        1273中村　匡希  

ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ     1276西松　寛和  

ﾌｸﾔﾏ ｱｷﾗ        1295福山　正瑛  

ﾌﾙﾀ ｱｵﾄ         1268古田　蒼斗  

ﾎﾘﾍﾞ ｹｲｽｹ      1293堀部　佳佑  

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾘｮｳｾｲ   1289南澤　稜星  

ﾔｷﾞ ﾐｽﾞｷ        1278八木　瑞樹  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ     1290渡辺　龍斗  

女  子
ｱﾍﾞ ｺｺﾅ         1306阿部　恋奈  

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ      1310飯島　夕貴  

ｲｹｴ ﾘｶｺ         1300池江璃花子  

ｲﾄｳ ｻｴｺ         1314伊藤冴江子  

ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ      1309椛島　千尋  

ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ        1304久保田ちひ

ｸﾏｶﾞﾔ ﾅﾂｷ      1313熊谷奈津季  

ｺｳﾉ ﾒｸﾞ         1320河野　めぐ  

ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ        1297小柳　有芽  

ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ         1305今野凜々香  

ｻﾀｹ ﾕﾒ           1317佐竹　結芽  

ｼﾑﾗ ﾜｶﾅ         1321志村和佳奈  

ｽｽﾞｷ ﾏｵ         1307鈴木　麻央  

ﾀﾑﾗ ﾏﾕ           1315田村　真優  

ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ        1311徳永　結夢  

ﾅｲﾄｳ ｼｵﾝ        1301内藤　栞音  

ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ        1302内藤　凜音  

ﾅｶﾀﾆ ﾋﾖﾘ        1316中谷　陽莉  

ﾆｯﾀ ﾒｲ           1319新田　芽生  

ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾘ        1308林　　樹理  

ﾌｼﾞﾀ ｻｷ         1296藤田　紗綺  

ﾎﾘﾍﾞ ﾏｵ         1318堀部　真央  

ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ         1303松井　遥苗  

ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ         1312宮本　佳奈  

ﾔｷﾞ ﾐﾂｷ         1299八木　美月  

ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ        1298山本茉由佳  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS綾瀬 14 35 1人数 種目 リレー（13564）

男  子
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ         1324阿部　隼大  

ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ     1325飯塚　佳成  

ｶｻｲ ｹｲﾀ         1326葛西　慧大  

ｸﾗﾊｼ ﾗｲｺﾞ      1323倉橋　礼悟  

ﾀﾅｶ ｺﾄﾔ         1322田中　詞也  

女  子
ｵｸﾞﾗ ｱｲｶ        1328小倉　愛加  

ｶｼﾞｶﾜ ｾｲﾗ      1335梶川　清空  

ｶｼﾞｶﾜ ﾏﾘﾝ      1332梶川　真倫  

ｺｾｷ ﾏﾖ           1330小関　万葉  

ｺﾓﾀﾞ ｷｺ         1334小茂田季瑚  

ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ        1331鈴木　桜咲  

ｿﾈ ﾅｷﾞｻ         1327曽根　　渚  

ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ         1333中村　果歩

ﾖｺﾔﾏ ｱｲｺ        1329横山　愛子  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

多摩ＳＣ       19 66 2人数 種目 リレー（13565）

男  子
ｶﾄﾞﾅｶﾞ ｺｳｾｲ   1339門永　光生  

ｼﾗｾ ﾕｳｾｲ        1344白勢　優成  

ﾀｶﾊｼ ｺｺﾛ        1340高橋　真心  

ﾀｹﾉ ｼｭﾝｷ        1343竹野　隼輝  

ﾊﾅｲ ﾕｳﾄ         1342花井　優斗  

ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ        1337馬場　祐太  

ﾌｼﾞｷ ｹｲｽｹ      1336藤木　圭介  

ﾏｽﾀﾞ ﾊｸﾄ        1346増田　博仁  

ﾐﾅｶﾞﾜ ｸｳﾄ      1341皆川　空斗  

ﾕｷﾞ ｼｭﾝｽｹ      1345柚木　俊介  

ﾜｻﾞﾜ ｼﾞｮｳ      1338和澤　　情  

女  子
ｲｶﾞ ﾋﾅﾀ         1347伊賀ひなた  

ｲﾁｶﾜ ｱｲﾘ        1354市川　愛理  

ｼﾗｾ ﾒｲﾅ         1349白勢　瞳奈  

ﾀｶﾈ ﾕｳ           1353高根　　優  

ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾅ        1352高橋　心花  

ﾃｼﾏ ﾎﾉｶ         1351手島　穂夏  

ﾆｼﾀﾞﾃ ﾐﾉﾘ      1350西舘　季紀  

ﾏｽﾀﾞ ﾘﾝ         1348増田　　倫  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ＭＹＳ花畑    24 56 4人数 種目 リレー（13567）

男  子
ｲｼｲ ｺｳﾀ         1362石井　煌大  

ｲｼｶﾜ ｺｳﾀ        1356石川　康太  

ｲｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ      1363石山　翔太  

ｷｸﾁ ｷｮｳｽｹ      1365菊池　香良  

ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳｾｲ     1361小柳　優成  

ｻﾄｳ ｿｳﾏ         1364佐藤　颯馬  

ｼﾊﾞ ｶｽﾞｷ        1360芝　　寿樹  

ｼﾊﾞ ﾕｷﾄ         1355芝　優貴人  

ｽｽﾞｷ ｾﾅ         1358鈴木　聖凪  

ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｺﾞ   1359長島　彰吾  

ﾑﾗｲ ｾﾅ           1357村井　聖奏  

女  子
ｲｼｻﾞｷ ｺｺﾅ      1372石﨑　心菜  

ｵｵｼﾏ ﾏﾅｶ        1373大嶋　愛佳  

ｶｻﾊﾗ ﾘﾘｱ        1369笠原里倫碧  

ｻｻｻﾞｷ ﾐｷ        1370笹﨑　実希  

ｽｽﾞｷ ﾓﾅﾐ        1374鈴木もなみ  

ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｶ      1376関口　　遥  

ﾄﾖﾀﾞ ｱｽﾞﾐ      1366豊田　安純  

ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｷ        1367長島　美季  

ﾅｶﾓﾄ ｺﾍﾞﾆ      1375仲本　瑚紅  

ﾅﾏｲ ｻｷ           1377生井　沙希  

ﾊﾏｻｷ ﾕﾘｶ        1378濵﨑　漣香  

ﾊﾗ ﾅﾅｶ           1371原　菜々花  

ﾔﾏﾅ ｲﾁｶ         1368山名　一華  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ドーム巣鴨    34 100 2人数 種目 リレー（13569）

男  子
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳ        1389池田　　翔  

ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ        1392池田　　稜  

ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾅ      1386北澤　結海  

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｺｳﾔ     1384栗林　広也  

ﾁﾊﾞ ﾕｳﾄ         1387千葉　佑斗  

ﾂﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｼ      1379津端　大志  

ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ      1388橋本　一摩  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ      1390長谷川優鷹  

ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ        1380藤井　康貴  

ﾎｼﾉ ﾄﾓﾔ         1381星野　智哉  

ﾏｷﾉ ﾀｶﾋｻ        1383牧野　誠久  

ﾏﾂｵ ﾊﾙ           1385松尾　羽琉  

ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾀ        1382松尾　琉汰  

ﾔﾀﾞ ﾀｸﾐ         1391矢田　　匠  

女  子
ｱｲﾊﾞ ﾕｳｺﾞ      1396相場　優冴  

ｱﾗｷ ｷﾝｶ         1401荒木　金華  

ｲｲ ﾅｵﾐ           1402伊井　直美  

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ         1393植原　　萌  

ｶﾜｼﾏ ﾕﾘ         1404川島　ゆり  

ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ        1394工藤　南海  

ｻﾄｳ ｼﾏ           1409佐藤　慈眞  

ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ        1395髙橋　萌加  

ﾀｼﾞﾏ ﾒｲ         1408田島　芽育  

ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ         1398中野乃梨子  

ﾅﾗ ﾐｱｲ           1399奈良　美愛  

ﾇﾏｵ ﾓﾓｱ         1411沼尾萌々亜  

ﾇﾏｵ ﾘﾘｺ         1406沼尾凛々子  

ﾊｼﾓﾄ ﾐﾎ         1407橋本　実歩  

ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ         1397前田　なな  

ﾐｻｶ ｱｹﾞﾊ        1405三坂　　蝶  

ﾐｻｶ ﾗﾝ           1412三坂　　蘭  

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ        1403山田　実咲  

ﾕｳｷ ﾜｶﾅ         1410結城　若菜  

ﾖｺﾔﾏ ﾐﾕ         1400横山　海夢  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

マリン西新井 45 114 2人数 種目 リレー（13573）

男  子
ｲｲｼﾞﾏ ﾐｷﾅﾘ     1462飯島充喜成  

ｲｲｼﾞﾏ ﾐｷﾉﾌﾞ   1452飯島充喜伸  

ｵｵﾂｶ ｺｳﾀ        1459大塚　滉太  

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｵｳｾｲ   1443小笠原旺聖  

ｶｼﾜｻﾞｷ ｶﾝﾀ     1451柏﨑　幹太  

ｶﾘﾍﾞ ｾﾚﾝ        1460苅部　世蓮  

ｶﾜｲ ｺﾀﾛｳ        1448川井鼓太郎  

ｶﾜｸﾞﾁ ﾌｳｺﾞ     1441川口　楓瑚  

ｶﾜｻｷ ﾅｶﾞﾊﾙ     1445川崎　永晴  

ｷｸｶﾜ ｱﾗﾀ        1453菊川　新太  

ｷｸｶﾜ ｺｳﾀ        1446菊川　滉太  

ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ         1447桐山　真葵  

ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ        1439小山　智弘  

ｻｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ     1450齋藤慎之介  

ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳｷ     1438下城　航輝  

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀ      1437髙橋　駿太  

ﾀｶﾊｼ ﾘｸ         1449髙橋　利駆  

ﾀｹﾔﾏ ﾁﾋﾛ        1458竹山　千裕  

ﾀﾅｶ ｱﾂｷ         1461田中　敦貴  

ﾊﾏﾃﾞ ｲｸﾐ        1457濱出　郁海  

ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ        1442濱出　咲哉  

ﾌｼﾞﾜﾗ ｵｳｽｹ     1455藤原　應佑  

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ     1440藤原　周大  

ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ     1456保坂瞭太朗  

ﾐﾓﾘ ﾕｳｾｲ        1444三森　友晴  

ﾜﾘｶﾀ ｿｳﾔ        1454割方　宗弥  

女  子
ｲｼｲ ｴﾅ           1478石井　瑛梛  

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾙﾘ        1469内堀　瑠璃  

ｶｼﾜｻﾞｷ ﾌｳｶ     1465柏﨑　楓花  

ｶﾘﾍﾞ ｶﾚﾝ        1479苅部　樺恋  

ｶﾜﾆｼ ｻｴ         1481川西　咲依  

ｸｻﾐﾁ ﾅﾅｺ        1476草道菜々子  

ｸﾎﾞ ﾅﾂﾐ         1470久保　夏海  

ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾅﾎ      1467小泉南々穂  

ｻｶﾓﾄ ﾒｲｶ        1471坂本　芽夏  

ｻﾜﾀﾞ ﾐﾎ         1464澤田　海帆  

ｼｵｲﾘ ｽｽﾞﾊ      1463塩入　涼葉  

ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ         1474柴田　　結  

ｼﾊﾞﾀ ﾙｲ         1477柴田　　瑠  

ﾀｹｺｼ ﾋﾅｺ        1468武腰　雛子

ﾀｹｺｼ ﾓﾓｺ        1475武腰　桃子  

ﾀﾅｶ ｾｲｺ         1473田中　聖子  

ﾂｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ   1472津金澤未知  

ﾆｼｵ ｶﾉ           1466西尾　佳乃  

ﾜﾘｶﾀ ﾕｲﾅ        1480割方　唯寧  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

東急たまがわ 21 50 2人数 種目 リレー（13577）

男  子
ｳｼﾏﾙ ﾏｻﾋﾃﾞ     1499牛丸　真秀  

ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ     1505大久保陽広  

ｵｶｻﾞｷ ｹｲﾀ      1498岡﨑　慶多  

ｾｷﾈ ﾅﾙﾅﾘ        1506関根　成哉  

ｾｷﾈ ﾌｳﾏ         1500関根　楓真  

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｺﾀﾛｳ   1504中林琥太郎  

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ        1502中村　賢太  

ﾊﾗﾐ ﾋﾅﾀ         1501原見　陽向  

ﾋﾗｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ     1497平島　琢大  

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ        1503山田　陽輝  

ﾜｶｲ ﾕｳｷ         1496若井　優毅  

女  子
ｲﾏﾑﾗ ｻﾄﾐ        1508今村　聡見  

ｵｻｵ ｹｲﾄ         1514尾棹　佳音  

ｺﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾚ      1512近藤すみれ  

ｼﾊﾞﾀ ｶﾉ         1513柴田　佳乃  

ﾀﾅｶ ｻﾎ           1510田中　咲帆  

ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ        1509長井　彩夏  

ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕｳ        1507前田　未夢  

ﾏｷﾉ ｻﾔ           1511牧野　紗也  

ﾜﾀﾞ ｺｺｱ         1516和田　心愛  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ        1515渡邊　レイ  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ﾒｶﾞﾛｽ八王子   42 111 6人数 種目 リレー（13580）

男  子
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲｾｲ     1529安藤　佳生  

ｳﾒﾀﾞ ﾚｲ         1537梅田　　零  

ｶﾘﾀ ﾕｳｲﾁ        1532苅田　雄一  

ｺｼﾞﾏ ﾉﾝﾀ        1536小嶋　暖大  

ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ      1525坂元　涼太  

ｼｭ ｼﾞｬｸﾖ        1533朱　　若予  

ﾀｶｻｷ ｴｲﾀ        1535髙崎　英大  

ﾀｹｲ ｳﾂﾞｷ        1530武井　羽槻  

ﾊｯﾄﾘ ﾀｸﾐ        1528服部　拓海  

ﾊｯﾄﾘ ﾋﾅﾀ        1534服部　陽向  

ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾏ        1526前原　優真  

ﾔﾏｳﾁ ﾄｵﾙ        1527山内　　透  

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞﾛｳ   1531山田泰次郎  

女  子
ｱﾗｲ ﾅﾅ           1563新居　那菜  

ｲｼﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ     1544石原　杏樹  

ｲﾜｻﾜ ｽｽﾞﾎ      1546岩澤　鈴穂  

ｳﾒﾀﾞ ﾘﾝ         1554梅田　　鈴  

ｶﾄﾞｸﾗ ﾋﾋﾞｶ     1559門倉　響奏  

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾓﾓｶ      1540久保村百花  

ｺｼﾞﾏ ﾕﾗ         1550小嶋　佑咲  

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ      1542近藤ななみ  

ｻｶｸﾗ ｶﾅﾐ        1549坂倉　花南  

ｽｽﾞｷ ﾕｲ         1538鈴木　由依  

ｽｽﾞｷ ﾘｻ         1552鈴木　理彩  

ｿﾘﾏﾁ ｷｮｳｶ      1545反町　京香  

ﾀｹｲ ﾓﾓﾅ         1566武井　桃菜  

ﾁﾊﾞ ﾙﾙｶ         1551千葉　瑠華  

ﾂﾎﾞｲ ｱﾐ         1558坪井　亜美  

ﾂﾎﾞｲ ﾐｸ         1565坪井　美空  

ﾄﾐｲ ｱｶﾈ         1555富井　明音  

ﾄﾐｲ ﾊﾙｶ         1543富井　晴香  

ﾅｶﾞﾀ ｻﾗ         1548長田　桜空  

ﾈｷﾞｼ ﾕｳｷ        1557根岸　優希  

ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾜ        1547藤原　紗和  

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｶﾘ      1562水谷　朱璃  

ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾛﾊ      1539水谷　彩葉  

ﾔﾉ ｹｲﾄ           1560矢野　景都  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ      1553山﨑ひなた  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｺ        1564山崎　莉瑚  

ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ        1541山田　夏海  

ﾖｼﾀﾞ ﾉｴ         1561吉田　乃絵  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅｺ      1556渡辺日菜子  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

コナミ船堀    31 102 6人数 種目 リレー（13581）

男  子
ｴｼﾏ ﾊﾙﾄ         1567江嶋　大翔  

ﾄﾓﾀｹ ｶｲﾄ        1571友竹　海翔  

ﾅ ｶﾝｳ            1569羅　　健優  

ﾆｼﾂﾞｶ ｺｳﾀ      1568西塚　航太

ﾋﾗｼﾏ ﾘｮｳ        1570平島　　遼  

ﾏﾂﾓﾄ ｹｲ         1572松本　　慶  

女  子
ｱｻﾉ ﾐｻｷ         1582浅野　心咲  

ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾂｷ      1579稲垣　夏希  

ｲﾜﾅｶﾞ ｻｷ        1583岩永　紗希  

ｳｴﾊﾗ ﾋﾅﾉ        1590上原緋奈乃  

ｳﾀﾞ ｱﾔｶ         1578宇田　絢香  

ｵｵｷ ﾕﾅ           1594大木　優奈  

ｵｵﾉ ﾏﾕｺ         1595大野真結子  

ｻｲﾄｳ ﾘｺ         1573斉藤　李恋  

ｻﾄｳ ｶﾉﾝ         1587佐藤　花音  

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｺ      1597菅原　優子  

ｾｷﾊﾞﾀ ｱﾔﾉ      1574関端　彩乃  

ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ         1585高橋　梨奈  

ﾀｹﾌﾀ ﾅﾅｾ        1577竹蓋　七星  

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾜｶ        1589富澤　和香  

ﾅｶﾑﾗ ｻｴｺ        1581中村紗英子  

ﾅｶﾑﾗ ﾐｵｺ        1596中村実桜子  

ﾉｶﾞﾐ ｶﾚﾝ        1592野上　華蓮  

ﾊﾅﾀﾞ ｱﾕﾐ        1580花田亜優実  

ﾋﾄﾐ ﾏﾎ           1591人見　真帆  

ﾑﾗﾀ ｱｶﾘ         1575村田　茜里  

ﾔﾍﾞ ｱｶﾈ         1584矢部　　茜  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ        1588山﨑　理央  

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ         1576山本　優夢  

ﾖｼﾀﾞ ﾘﾅ         1593吉田　梨夏  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ      1586渡邉　　桜  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ﾒｶﾞﾛｽ葛飾      19 57 4人数 種目 リレー（13582）

男  子
ｸﾗﾓﾁ ｱｵﾊﾞ      1605倉持　碧巴  

ｻﾄｳ ｱｵｲ         1604佐藤　蒼依  

ｽｶﾞ ﾃｯﾍﾟｲ      1607菅　　哲平  

ｽｽﾞｷ ﾒｲﾀ        1600鈴木　明太  

ﾌｸﾀﾞ ﾅｲﾄ        1602福田　乃斗  

ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ   1601堀本聖一郎  

ﾓﾘﾔﾏ ｺｳ         1608森山　　虹  

ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ         1606森山　　昊  

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ        1598山本　大輝  

ﾖｼｵｶ ﾚﾝ         1599吉岡　　怜  

ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ     1603吉永　琉汰  

女  子
ｷﾊﾗ ｼﾞｭｲ        1616木原　授衣  

ｷﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ        1613木原　悠月  

ﾀﾆ ｺﾄﾐ           1611谷　ことみ  

ﾅｶｸｷ ﾐﾅﾐ        1609中茎　実南

ﾌｸﾀﾞ ﾃｨﾅ        1615福田ティナ  

ﾌｼﾞｲｴ ｷｲ        1614藤家　季生  

ﾎﾘﾓﾄ ﾘｵ         1612堀本　涼心  

ﾖｼｵｶ ﾐｵﾝ        1610吉岡　美音  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ＲＯＸ．Ｊｒ 7 14 1人数 種目 リレー（13583）

男  子
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｷ        1617松本　将希  

女  子
ｵﾉ ｹｲﾄ           1620小野　恵愛  

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾏｷ      1623中川　珠希  

ﾏｴｼﾞﾏ ｶﾉ        1622前島　佳乃  

ﾏｴｼﾞﾏ ﾕﾉ        1618前島　結乃  

ﾔｴｶﾞｼ ｴﾏ        1621八重樫英真  

ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ         1619山田　莉那  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ﾙﾈｻﾝｽ両国      22 60 8人数 種目 リレー（13587）

男  子
ｲｼｻﾞｶ ﾙｲ        1655石坂　瑠惟  

ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ      1651大竹　　翼  

ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ        1656川島　朝陽  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ   1658小林優太郎  

ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ      1654仕黒　詠士  

ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 1665柴田渉一朗  

ﾀｶｶﾞｷ ｿｳﾀ      1652髙垣　草太  

ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ      1664高橋　旺介  

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ         1657中村　麻那  

ﾉﾑﾗ ｺｳｽｹ        1661野村　昊佑  

ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ     1659福原慎之介  

ﾎｼﾅ ﾕｳﾘ         1662保科　祐吏  

ﾏﾂｵ ﾙｱ           1660松尾　琉亜  

ﾖｺｲ ﾚｵ           1653横井　玲郎  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾛｳ   1663渡邉剣士朗  

女  子
ｲｼｻﾞｶ ﾙﾅ        1672石坂　琉奈  

ｵｵﾉ ｶﾉﾝ         1666大野　華暖  

ｻﾄｳ ﾏｱﾔ         1668佐藤　茉彩  

ﾉｾ ﾐﾂﾞｷ         1667野瀬　美月  

ﾎｼﾅ ｱｲﾘ         1670保科　和李  

ﾏｷﾉ ﾊﾙﾅ         1669牧野　陽菜  

ﾑﾄｳ ﾍﾞﾆｵ        1671無藤　紅央  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

コナミ一橋    28 61 3人数 種目 リレー（13588）

男  子
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ     1683相澤　隆斗  

ｱﾍﾞ ｺｳﾀ         1677阿部　晃太  

ｱﾍﾞ ﾌﾐﾕｷ        1676阿部　文志  

ｲﾁﾉｾ ﾈｵ         1684一ノ瀬禰央  

ｲﾄｳ ﾄﾜ           1682伊藤　杜和  

ｶﾜﾊﾀ ﾕｳﾄ        1673川畑　雄人  

ｸﾘﾊﾗ ｶﾅﾀ        1675栗原　叶多  

ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳﾘ      1681島崎　悠理  

ﾀｶｸﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ   1678高倉聡一郎  

ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾀｶ      1679中西　晏琢  

ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ        1674福田　　樹  

ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ        1680福田　　椋  

女  子
ｱﾍﾞ ﾎﾉｶ         1698阿部　穂花  

ｲｹﾀﾞ ﾐﾜ         1692池田　美和  

ｲﾀｻﾞﾜ ﾘﾒ        1697板澤　凜芽  

ｲﾄｳ ﾘｺ           1691伊藤　莉子  

ｸｽﾓﾄ ﾏｵ         1689楠本　真央  

ｸﾎﾞﾀ ｱｲﾘ        1696久保田愛梨  

ｸﾘﾊﾗ ｺﾊﾙ        1687栗原　小晴  

ｺｳ ｼｵﾘ           1700高　詩織莉  

ｺﾅｶﾞﾔ ｱﾕｳ      1693小長谷愛悠  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾐ      1685小林　舞実  

ｿｴﾉ ﾜｶﾅ         1688添野　羽奏  

ｿﾔﾏ ｻｷ           1686曽山　咲希  

ﾆｼﾓﾘ ｴｱ         1694西森　恵亜  

ﾔﾏﾀﾞ ｺｺﾊ        1690山田　心花  

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾅ         1699山田　咲那  

ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾗ        1695吉田　　桜  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｾﾝﾄﾗﾙ成城      21 54 1人数 種目 リレー（13600）

男  子
ｵｵｼﾏ ﾄｳｲ        1783大島　統偉  

ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ   1784河口　航大  

ｺｶﾞ ｶｽﾞﾏ        1786古賀　一真  

ﾅｶﾃﾞ ｹｲｽｹ      1787中出　恵資  

ﾆｼﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ     1781西森勇太朗  

ﾊｯﾄﾘ ｱｵｲ        1785服部　　碧  

ﾊﾝｻﾞﾜ ｺｳ        1780半澤　　昊  

ﾓﾘﾀﾞｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 1779森平　旬翼  

ﾔﾅｷﾞﾊｼ ｹｲﾀ     1782柳橋　啓汰  

女  子
ｲｻｶ ｱﾔｶ         1788伊坂　　彩  

ｲﾀﾊﾞ ﾁｻﾄ        1792板場　千聡  

ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾔﾈ      1798河口　綾音  

ｷﾉｼﾀ ｿﾆｱ        1790木下想仁亜  

ｸﾇｷﾞ ｻｺ         1791功刀　沙子  

ﾂﾙﾀ ﾏﾅ           1795鶴田　愛菜  

ﾄｸﾀﾞ ﾏｵ         1789徳田　茉音  

ﾅｶｼﾏ ｱﾔ         1794中島　　彩  

ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾅ        1797中西　裕愛  

ﾊﾀﾞ ﾋｶﾘ         1796羽田　光里  

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾐ        1793山本　華澄  

ﾜﾀﾞ ﾅﾙﾎ         1799和田　愛歩  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

新代田ＳＳ    30 95 2人数 種目 リレー（13602）

男  子
ｱｵｷ ｹｲﾄ         1809青木　啓人  

ｱﾗｶﾜ ｺｳﾀ        1807荒川　航汰  

ｲﾅﾊﾞ ﾀｲﾖｳ      1814稲葉　大洋  

ｵｵﾂｷ ｾｲｼﾞ      1800大槻　星治  

ｶﾄｳ ﾘｷ           1802加藤　理暉  

ｼﾝﾏﾁ ﾋﾃﾞﾄ      1803新町　秀斗  

ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭｱﾝ     1812武田ジュア

ﾊﾞﾊﾞ ｿｳﾀﾛｳ     1804馬場創太郎  

ﾎｿｶﾜ ﾕｳｶﾞ      1813細川　悠雅  

ﾏｴﾉ ｶﾝﾀ         1801前野　寛太  

ﾐﾜ ﾊﾔﾄ           1805三輪　颯人  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ     1811山口　大耀  

ﾖｼﾉ ｻﾄｼ         1808吉野　　慧  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ      1810渡邊　　峻  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ      1806渡邊　　凌  

女  子
ｱﾗｲ ﾘｴ           1818新井　里英  

ｱﾗｶﾜ ｸﾙﾐ        1828荒川くるみ  

ｲﾉｳｴ ﾁｴ         1816井上　知恵  

ｲﾊﾞﾔｼ ﾏｿﾗ      1827伊林　茉空  

ｲﾜﾀ ｶﾉ           1829岩田　　叶  

ｳﾒｻﾞｷ ｲｸｺ      1822梅崎　郁子  

ｴﾊﾞﾀ ｼﾎ         1817江畑　志保  

ｵｵﾀｹ ﾙﾅ         1826大竹　瑠奈  

ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ         1815金子ひなた  

ﾄﾐﾅｶ ｼﾞｭﾝ      1823富中　　淳  

ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳｺ      1825西山　涼子  

ﾏｻﾄﾐ ﾕｳｶ        1824正富　優佳

ﾑｶｲﾎﾞｳ ｱﾘｻ     1820向坊　愛咲  

ﾔｷﾞｼﾀ ﾁｻ        1821柳下　智咲  

ﾔｽｵｶ ﾊﾅ         1819安岡　　華  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ＳＡＴ雪ヶ谷 25 80 5人数 種目 リレー（13603）

男  子
ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ     1833石田幸之輔  

ｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ        1830伊東虎太郎  

ｲﾏﾆｼ ｹﾝﾄ        1838今西　健斗  

ｵｵﾓﾘ ｴｲﾀ        1843大森　瑛太  

ｵｸﾃﾞﾗ ｶｽﾞｷ     1840奥寺　一輝  

ｷﾀﾐ ﾕｳｷ         1831北見　祐樹  

ﾀｶｵ ｱﾝﾘ         1832高尾　彬理  

ﾀｶｵ ｲﾘ           1841高尾　勇僚  

ﾉｷﾞ ﾕｳﾀ         1836乃木　優太  

ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ         1834松本　　樹  

ﾑﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ      1839村山　大雅  

ﾓﾁﾀﾞ ｼｭﾝｾｲ     1842持田　隼征  

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｿｳﾀ     1837柳澤　颯大  

ﾔﾌﾞ ﾊﾙﾄ         1835藪　　大翔  

女  子
ｲｸﾞﾁ ﾕﾏ         1854井口　友茉  

ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ        1846小原　天寧  

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋｶﾘ      1853川畑ひかり  

ｸﾘﾀ ﾐﾕ           1848栗田　心紬  

ｹﾂﾞｶ ﾋﾄﾐ        1847毛塚　仁巳  

ｾｷ ｱｶﾘ           1849関　あかり  

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾈ        1844原田　彩音  

ﾋﾛｼﾏ ｳﾀｺ        1845廣島　歌子  

ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ        1850松本　　悠  

ﾐﾔﾀ ﾊﾙｶ         1851宮田　　遥  

ﾓﾘ ｶﾅｺ           1852森　香菜子  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

東京ＤＣ駒沢 28 57 2人数 種目 リレー（13612）

男  子
ｲｹﾉ ｹｲ           1902池野　　圭  

ｳﾁｶﾞｼﾏ ｼｭｳｼﾞ 1913内ヶ島柊治  

ｳﾁﾉ ｼﾝﾀﾛｳ      1899内野真太郎  

ｳﾒﾑﾗ ｻﾄﾙ        1912梅村　　覚  

ｵｵﾀ ｼﾝｽｹ        1910大田　慎介  

ｵｶﾉ ﾀｲｷ         1911岡野　大輝  

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ     1907鈴木　大輔  

ｾｷ ｱｻﾋ           1915関　　朝陽  

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ        1901髙橋　大輝  

ﾀｸﾏ ﾐﾁﾄ         1905宅間　路人  

ﾄｸﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ      1909徳田　　響  

ﾅｶﾆｼ ｹｲｺﾞ      1904中西　慧悟  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ        1908長谷川　勇  

ﾋﾗｷ ﾕｳﾏ         1900平木　有真  

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ      1906深沢　祐太  

ﾎﾘ ｺｳﾀﾞｲ        1903堀　　幸大  

ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙﾔ        1914吉本　春弥  

女  子
ｳﾁﾉ ﾁｻﾄ         1922内野　千聖  

ｳﾒﾑﾗ ｱﾔ         1918梅村　　彩  

ｵﾀﾍﾞ ｶｴﾃﾞ      1921小田部　楓  

ｺﾏ ﾄﾓﾅ           1916狛　　朋菜  

ｾｷ ｱｵｲ           1917関　　葵衣  

ｾｷ ﾜｶﾊﾞ         1920関　　若葉  

ﾄｸﾀﾞ ｳﾀ         1925徳田　　詩  

ﾆﾜﾉ ｻﾁ           1919庭野　　祥  

ﾆﾜﾉ ﾒｸﾞﾐ        1924庭野　　萌  

ﾇｶﾔ ﾁｶ           1926糠谷　知佳  

ﾓﾘ ﾊﾙｶ           1923森　　春香  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

東京ＤＣ桜台 47 112 6人数 種目 リレー（13613）

男  子
ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ        1949新井　真大  

ｲｼﾀﾞ ﾄﾜ         1935石田　永遠  

ｲﾉﾏﾀ ｶｴﾃﾞ      1934猪股　　楓  

ｶｼﾞ ﾘｮｳｽｹ      1940梶　　良介  

ｶﾀﾔﾏ ｾﾞﾝｼﾛｳ   1948片山善士郎  

ｶﾀﾔﾏ ﾘﾝ         1938片山　　倫  

ｶﾜｸﾞﾁ ｿｳﾀ      1933川口　颯大  

ｺｼﾞﾏ ﾕﾒｷ        1945小島　夢貴  

ｺﾌﾈ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   1946小船　純平  

ｻﾄｳ ｿﾗ           1932佐藤　宇宙  

ｼｹﾞﾀ ﾏｻｷ        1947重田　将希  

ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ      1939嶋田　大海  

ｼﾏﾀﾞ ﾘｸﾄ        1930嶋田　陸人  

ｽｶﾞ ﾂﾊﾞｻ        1927菅　　大空  

ﾀｹｲ ﾋﾛﾄ         1941竹井　寛人  

ﾀｹﾀﾞ ﾚﾝﾀ        1942武田　蓮大  

ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ        1943中村　唯人  

ﾊﾔﾐ ｼｭﾝｽｹ      1931速水　俊輔  

ﾋﾛｼﾏ ｲｸﾙ        1929廣島　偉来  

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ        1937藤田　悠人  

ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙﾄ      1928松﨑　陽大  

ﾑﾗﾔ ｿﾗ           1944村谷　空蒼  

ﾔｽﾀﾞ ﾌﾐﾔ        1936安田　郁哉  

女  子
ｱｻｲ ﾐｻｷ         1965浅井　美咲  

ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅ         1964岩本　那々  

ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ        1955上原みなみ  

ｶｻｲ ｵｳﾘ         1951笠井　桜李  

ｶｻﾞﾏﾂﾘ ﾕｲｱ     1957風祭　結愛  

ｶﾜｲ ﾚﾅ           1971河合　玲奈  

ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ         1973小島　美夢  

ｻﾉ ｺｺﾘ           1960佐野ここり  

ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ      1950庄司　朋世  

ｽｷﾞﾔﾏ ｾﾅ        1966杉山　星奈  

ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾉ        1958高橋　彩乃  

ﾀｹﾀﾞ ﾏﾋﾅ        1959武田まひな  

ﾀﾅｶ ﾋﾅ           1954田中　陽菜  

ﾃﾗｼﾏ ﾕﾐ         1962寺島　佑真  

ﾄｳｺﾞ ｱﾝﾅ        1961東後　杏奈  

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾉ         1967中村　悠乃  

ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾉ        1953藤井　彩乃  

ﾏﾙﾀ ｽｽﾞ         1963丸田　すず  

ﾓﾘﾀ ﾕｲ           1956森田　結衣  

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾐｻｷ     1972柳本　実咲  

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻﾎ        1970山田実咲帆  

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾊ        1969山本　琴葉  

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ        1952山本　侑奈  

ﾜｶｵ ﾐｷ           1968若尾　美季  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬      38 113 5人数 種目 リレー（13622）

男  子
ｲｼﾀﾞ ｲﾂｷ        2007石田　　樹  

ｵｵｻﾜ ﾕﾂﾞｷ      2013大澤　悠月  

ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾄ        2004大場　寛人  

ｵﾉ ﾖｳﾀﾞｲ        2008小野　耀大  

ｶﾀﾀﾞ ﾀｲｾｲ      2006堅田　泰生  

ｻﾀ ｺｳﾖｳ         2009佐田　行容  

ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ      2010鈴木　悠介  

ﾃﾗｵ ｺｳﾀﾛｳ      2005寺尾康太郎  

ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｹ        2015廣田　勝剛  

ﾌﾙｶﾜ ﾀｲｶﾞ      2003古川　太雅  

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳﾏ     2014栁田　侑摩  

ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾄ        2012吉村　光永  

ﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾔ        2011和田　峻弥  

女  子
ｱｻﾊﾗ  ｱﾔｶ       2019浅原　彩加  

ｱﾗｲ ﾅｺ           2033荒井　菜子  

ｲｼﾀﾞ ｱｲﾐ        2032石田　愛未  

ｲﾄｳ ｾｲｶ         2034伊藤　成華  

ｴﾉﾓﾄ ﾕﾘ         2028榎本　有里  

ｵﾓﾃ ｱﾘｽ         2022表　　侑寿  

ｶｲ ﾅｷﾞｻ         2035甲斐　渚紗  

ｶﾀﾀﾞ ﾁﾋﾛ        2030堅田　千紘

ｶﾜｻｷ ﾏﾅ         2039川崎　真愛  

ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ        2036栗本かれん  

ｻﾄｳ ﾐｳ           2037佐藤　桜羽  

ｼﾐｽﾞ ﾒｲ         2018清水　芽生  

ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ        2023鈴木　遙夏  

ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ        2016鈴木　悠夏  

ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ        2020髙橋　文菜  

ﾀｶﾊｼ ｻﾗ         2027高橋　紗良  

ﾀﾅｶ ﾅﾅｶ         2024田中菜々香  

ﾅｶﾞｻｷ ﾁｻﾄ      2025長﨑　千怜  

ﾆｼﾑﾗ ｽﾐﾚ        2031西村すみれ  

ﾊﾀｼﾞ ｶｵﾘ        2038畑地　香織  

ﾋﾅｺﾞ ｶﾘﾝ        2029日名子花梨  

ﾋﾅｺﾞ ﾘﾝﾅ        2040日名子凛菜  

ﾌｸｲ ｿﾖﾐ         2017福井そよみ  

ﾖｼﾑﾗ ﾕｲ         2026吉村　優唯  

ﾜﾀﾞ ﾁｼﾅ         2021和田　茅枝  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

Next One     23 56 3人数 種目 リレー（13625）

男  子
ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋｻ     2047石塚　智悠  

ｲﾜｶﾞﾐ ｼｭｳﾄ     2046岩神　修杜

ｲﾜｻｷ ﾀﾞﾝ        2042岩崎　　弾  

ｶﾐｸﾗ ﾓﾄｷ        2043上倉　基生  

ｷﾖﾊﾗ ﾘｸﾅ        2045清原　陸那  

ｻｻｷ ﾕｳﾀ         2041佐々木勇太  

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ      2044吉田　健悟  

女  子
ｱﾀ ｴﾘｶ           2060阿多えりか  

ｱﾋﾞｺ ﾙｶ         2055安彦　瑠香  

ｲｲｼﾞﾏ ｱﾝｽﾞ     2051飯島　　杏  

ｲｲｼﾞﾏ ｽﾓﾓ      2057飯島　　李  

ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ        2052井上　七海  

ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾘﾝ      2061遠藤かりん  

ｵｵﾇｷ ﾚｵﾝ        2049大貫　嶺音  

ｶｷﾇﾏ ｶﾉﾝ        2048柿沼　佳音  

ｶﾈｺ ﾐｵ           2053金子　美桜  

ｶﾞﾝﾃﾞｨｰ ｻｷ     2054ガンディー

ｷｸﾁ ｱｶﾘ         2056菊地杏花里  

ｽﾐﾄﾓ ﾐｵ         2059住友　美緒  

ｾﾘｻﾞﾜ ﾏｲ        2063芹沢　真唯  

ﾅｶﾞﾜ ﾕｲ         2058名川　結唯  

ﾋﾗﾉ ﾏﾅ           2050平野　真菜  

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋｶﾙ      2062宮澤緋花留  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

MTR            23 47 1人数 種目 リレー（13630）

男  子
ｴﾉﾓﾄ ｿｳ         2105榎本　　蒼  

ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂｷ        2109榎本　　樹  

ｴﾋﾞﾇﾏ ｺｳｷ      2104海老沼孝貴  

ｺﾔﾏ ﾂﾖｼ         2106小山　　強  

ｼﾞｮｳﾎｳ ﾕｳｷ     2101上法　雄樹  

ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ      2100鈴木　和樹  

ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｺｳﾒｲ   2108勅使川原孔

ﾅｶﾂｶ ｹﾝﾀ        2099中塚　健太  

ﾆﾉﾐﾔ ｶｲﾁﾛｳ     2110二宮嘉一朗  

ﾐﾑﾗ ﾊﾔﾄ         2102三村　逸人  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ     2103山崎　雅幸  

ﾖｺｳﾁ ｺﾀﾛｳ      2107横内鼓太郎  

女  子
ｵｸﾀﾞ ﾎﾉｶ        2117奥田　帆風  

ｸﾎﾞ ｼｵﾘ         2118久保　枝織  

ｻｻｷ ﾘﾅ           2116佐々木りな  

ﾀｾ ﾚｲ            2114田勢　　澪  

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｵ        2121西沢　梨桜  

ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ        2113二宮　歌梨  

ﾊﾏﾀﾞ ﾓﾄｶ        2111濱田　初佳  

ﾐﾅﾐﾉ ﾕｳﾅ        2119南野　友那  

ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ      2112宮﨑　瑶子  

ﾖｺｳﾁ ﾊﾅ         2115横内　花梛  

ﾖｺｳﾁ ﾋﾖﾘ        2120横内　日依  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

成増ロンド    28 73 1人数 種目 リレー（13653）

男  子
ｲｼﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ     2209石谷康太朗  

ｳｴﾉ ｿｳﾀ         2211上野　颯太  

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ      2213内田　智悠  

ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ      2200梶原　悠希  

ｸﾗﾓﾄ ﾀｲﾁ        2202蔵元　泰智  

ﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ      2208田川　翔大  

ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ      2203藤田　大翔  

ﾎｼﾉ ﾋﾃﾞﾄ        2201星野　秀斗  

ﾏｴﾊﾗ ｹｲﾀ        2212前原　渓太  

ﾐｽﾞｺｼ ｾｲﾀ      2210水越　惺太  

ﾐﾄﾐ ﾊﾙﾄ         2205三富　晴人  

ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｳﾀ      2204山岸　洋太  

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶﾞ      2207山田　悠雅  

ﾖｼｵｶ ｼｭｳｺﾞ     2206吉岡　秀悟  

ﾜｶｵ ｿｳﾏ         2214若尾　壮真  

女  子
ｳｴﾊﾗ ﾓﾓｶ        2225上原百萌花

ｳﾁﾀﾞ ｽｽﾞﾅ      2218内田すずな  

ｵｵﾀﾆ ｻｷ         2227大谷　咲葵  

ｵｵﾔﾏ ﾜｶﾊﾞ      2222大山わかば  

ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ         2216小川　萌々  

ｻｸﾏ ｲﾕ           2219佐久間惟由  

ｽｽﾞｷ ﾘﾅ         2223鈴木　里菜  

ｿﾈﾊﾗ ｱｵｲ        2215曽根原　葵  

ﾆﾜｷ ｶﾚﾝ         2221庭木　花蓮  

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ        2226藤田向日葵  

ﾏﾂﾓﾄ ｻﾗ         2220松本　紗良  

ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾅ        2224松本　麗奈  

ﾜｶｵ ｻﾗ           2217若尾　咲良  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｲﾄﾏﾝ昭和の森 54 135 7人数 種目 リレー（13657）

男  子
ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ        2298阿部　　響  

ｱﾗｼﾅ ｷﾗ         2291荒品　　輝  

ｲﾜﾀ ｷﾗﾙ         2303岩田　煌琉  

ｴｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ      2292江川　祐生  

ｵｻﾞｷ ﾘｸ         2287尾﨑　里久  

ｵｻﾞｷ ﾘｾ         2304尾﨑　里世  

ｺﾔﾏ ｺﾀﾛｳ        2305小山琥太郎  

ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ     2302小山龍太郎  

ｻｲﾅｿﾞﾉ ｺｳﾀ     2283才名園浩太  

ｻｶｷ ｹｲｽｹ        2300榊　　恵介  

ｼﾐｽﾞﾒ ﾜﾀﾙ      2306清水目亘琉  

ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ   2285菅原　遼介  

ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ         2301髙橋　　悠  

ﾀｶﾔ ｷﾘ           2282髙谷　紀里  

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ         2288田中　佑規  

ﾆｼﾀﾆ ﾅｵｷ        2281西谷　直輝  

ﾋﾗｲﾜ ﾕｲﾄ        2295平岩　佑絃  

ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ        2289平岩　佑陸  

ﾌｸﾄﾞﾒ ｷｮｳｽｹ   2284福留　京将  

ﾑﾗｻﾜ ﾑﾂﾐ        2293村澤　　睦  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ   2294山口　雄大  

ﾔﾏﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ     2286山田虎次郎  

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ        2299吉田　将人  

ﾜｷｶﾜ ｿｳﾀ        2290脇川　颯太  

ﾜｷｶﾜ ﾊﾔﾄ        2297脇川　颯斗  

ﾜｷﾔﾏ ｼｭﾝ        2296脇山　　俊  

女  子
ｱｷ ﾊﾂﾈ           2332安芸　初音  

ｱﾍﾞ ｶｵﾙ         2330阿部　　薫  

ｱﾍﾞ ﾋﾅ           2320安部　姫奈  

ｲｹﾀﾞ ﾚｲﾅ        2333池田　礼愛  

ｶﾜｲ ﾐｻ           2316河合　美紗  

ｶﾜｲ ﾐﾕ           2310河合　美優  

ｷﾑ ﾁﾖﾝ           2311金　　智瑛  

ｷﾑﾗ ｻｸﾗｺ        2324木村　桜子  

ｺﾏﾂ ｲﾂｷ         2329小松　愛祈  

ｻｶﾓﾄ ﾁｻ         2322坂本　千紗  

ﾀｹｼﾀ ﾕｽﾞ        2325武下　柚子  

ﾀﾅｶ ｱﾔｶ         2319田中　綾香  

ﾅｲﾄｳ ﾅﾂﾈ        2317内藤　夏空  

ﾅｶﾑﾗ ﾁｶﾉ        2326中村　知叶  

ﾅﾐｷ ﾘｵ           2312双木　梨央  

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾘ      2321長谷川朱里  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ      2334長谷川智加  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾒｶ      2327長谷川夢夏  

ﾊﾅｷ ｱｲﾐ         2318花木　愛海  

ﾊﾅﾏﾂ ﾘｵﾝ        2331花松　璃音  

ﾌｸｵｶ ﾕｲ         2328福岡　由唯  

ﾌｸｼﾏ ﾅﾅ         2314福島　那菜  

ﾎﾘｳﾁ ﾐﾚｲ        2323堀内　美玲  

ﾏｷﾉ ｱﾑ           2307牧野　愛夢  

ﾏﾍﾞ ﾋﾅﾀ         2309間部　陽薫  

ﾏﾙﾀ ﾊﾂﾞｷ        2315丸田　葉月  

ﾐﾉﾜ ｱﾔｶ         2308箕輪　絢香  

ﾔﾏﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ      2313山田　　聖  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｾﾝﾄﾗﾙ東十条   11 37 1人数 種目 リレー（13660）

男  子
ｵｷﾞﾉ ﾊﾙ         2337荻野　晴大  

ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾔﾃ      2335杉山　　颯  

ﾌｼﾞｲ ｼｮｳ        2336藤井　　翔  

女  子
ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾘ        2339青山　結彩  

ｳﾒﾀﾆ ﾐﾄ         2345梅谷　美澄  

ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｶ      2344大久保　遥  

ｶﾜｽﾐ ﾅｵｺ        2342川澄　直子  

ｼﾞﾝｶﾜ ｻﾂｷ      2340仁川さつき  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｺ        2341長谷川莉子  

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ      2338山本菜瑚美  

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ         2343山本　莉那  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ＪＳＳ八王子 51 133 6人数 種目 リレー（13664）

男  子
ｲｼﾀﾞ ﾅｷﾞ        2359石田　凪海  

ｳﾒｷ ﾚﾝ           2366梅木　　怜  

ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾝ     2379小沢　悠尋  

ｵｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ      2361押田　大希  

ｵﾅｷﾞ ｾﾝﾉｽｹ     2375小名木茜之

ｵﾔﾏ ﾀｹﾙ         2358尾山　　武  

ｵﾔﾏ ﾋｶﾙ         2362尾山　　光  

ｸﾎﾞ ﾕｳﾀ         2378久保　歩拓  

ｻｶｲ ｻﾄﾙ         2373酒井　　悟  

ｻｻｾ ﾋｶﾙ         2363笹瀬　　輝  

ｽｽﾞｷ ﾋﾛ         2367鈴木　燈路  

ｽｽﾞｷ ﾕｳ         2372鈴木　悠生  

ﾀｶﾀﾞ ﾀｸﾄ        2368高田　拓人  

ﾀｶﾔ ﾀﾞｲﾁ        2376高家　大地  

ﾀﾅｶ ｾｲｱ         2365田中　聖亜  

ﾅﾗ ﾚｵﾝ           2377奈良　蓮音  

ﾉﾑﾗ ﾂｶｻ         2369野村　　司  

ﾉﾘﾂｸﾞ ｶｲﾄ      2357則次　開斗  

ﾊｯﾀ ｶﾂﾖｼ        2364八田　勝優  

ﾌﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ      2360不破荘一朗  

ﾔｷﾞ ﾊﾙｷ         2371八木　春輝  

ﾔﾋﾛ ﾚﾂ           2374八尋　　烈  

ﾔﾏｳﾁ ﾖｳﾀ        2370山内　遥大  

女  子
ｱｶｻﾜ ﾅﾅﾎ        2398赤澤　七穂  

ｲｼﾀﾞ ﾙｶ         2386石田　瑠海  

ｲｿｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ     2389磯貝　瑞季  

ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ         2381小川　真菜  

ｶﾄｳ ｴﾏ           2407加藤　慧真  

ｶﾄｳ ﾏｵ           2393加藤　舞音  

ｶﾜｼﾏ ｱﾔｶ        2404川島　彩楓  

ｷｸﾁ ﾐﾎ           2395菊地　美帆  

ｷｸﾁ ﾘｻ           2382菊地　理沙  

ｷﾑﾗ ﾙﾘ           2385木村　瑠里  

ｷﾔ ﾘﾉｶ           2380木谷りのか  

ｸｼﾀﾞ ﾕｲ         2387串田　結依  

ｸｼﾀﾞ ﾘﾝ         2394串田　　凜  

ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ        2403熊谷　美希  

ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ      2383齊藤　涼夏  

ｼｵﾀﾆ ﾋｶﾘ        2406塩谷ひかり  

ｼﾗｲ ｽｽﾞ         2391白井　すず  

ｼﾗｲ ﾎﾉｶ         2399白井帆ノ果  

ｽｽﾞｷ ﾐｺﾄ        2392鈴木　美琴  

ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｶ        2401髙橋ののか  

ﾀﾅｶ ﾉｱ           2384田中　乃愛  

ﾁﾊﾞ ｶｽﾐ         2390千葉　香澄  

ﾉﾅｶ ﾐｵ           2397野中　美桜  

ﾌﾜ ﾅﾅｺ           2388不破菜々子  

ﾌﾜ ﾓﾓｺ           2402不破萌々子  

ﾑﾄｳ ｱﾔﾈﾀﾘｰﾀ   2400武藤絢音タ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾓﾓ        2396望月　萌百  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ        2405渡邊　里菜  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

かしまＡＺ    32 84 1人数 種目 リレー（13667）

男  子
ｱﾍﾞ ｵｳｷ         2422阿部　煌生  

ｱﾗｲ ｼｮｳｺﾞ      2415新井　捷悟  

ｲｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ     2416石埼　翔大  

ｲｿｶﾞｲ ﾃﾝﾀ      2418磯貝　天汰  

ｳﾁﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ     2421内野慶一郎  

ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ     2412緒方健太郎  

ｷﾊﾗ ﾋﾃﾞﾐ        2411木原　英海  

ｻｻｷ ｷﾘﾄ         2414佐々木樹里

ﾁﾀﾞ ﾄﾗｼﾞ        2417千田　虎二  

ﾂﾙﾀ ﾃﾂｼﾞ        2419鶴田　鉄司  

ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ      2410番場　尚紀  

ﾋｷﾁ ﾊﾙ           2413引地　春晴  

ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴｷ        2409丸山　萌樹  

ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾋｼﾞﾘ   2408山林　　聖  

ﾖｼｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   2420吉井　淳平  

女  子
ｱﾔﾍﾞ ﾘｵ         2438綾部　莉桜  

ｲｿｶﾞｲ ﾆｺ        2436磯貝　虹心  

ｲﾉｳｴ ﾅﾅｺ        2431井上菜々子  

ｵｵｼﾏ ｱｻﾐ        2437大島　麻美  

ｵｵﾀ ﾅﾐ           2432太田　成美  

ｵｶﾞﾀ ｱｲ         2433緒方　あい  

ｵﾉ ﾏﾕ            2423小野　茉結  

ｶﾒﾀﾞ ﾘﾝ         2426亀田　　凜  

ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ        2424小久保琴音  

ｽｷﾞﾔﾏ ﾆｬｺ      2435杉山笑弥子  

ﾀｼﾞﾏ ｱﾕﾅ        2430田島　歩奈  

ﾀﾅｶ ﾐﾚｲ         2439田中　美怜  

ﾆｼﾊﾗ ｶﾅ         2428西原　　叶  

ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ        2434藤井　彩名  

ﾌﾙﾀ ｼﾎ           2427古田　栞歩  

ﾑﾄｳ ﾕｳ           2429武藤　優羽  

ﾔﾏｽｹﾞ ﾕｳｱ      2425山菅　由朱  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ＳＡトム       45 104 4人数 種目 リレー（13668）

男  子
ｲｸﾀ ﾕｳﾀﾛｳ      2442生田悠太郎  

ｲﾏｲ ﾕｳｷ         2443今井　優希  

ｴﾋﾞ ﾅｵｷ         2448衣斐　直希  

ｶｼﾞﾊﾗ ｼﾞｭｲﾁ   2444梶原　授壱  

ｶｼﾑﾗ ｼｵﾝ        2445樫村　心温  

ｶﾄｳ ﾘｮｳ         2447加藤　　凌  

ｶﾜｼﾏ ｺｳﾀ        2451川嶌　紘太  

ｺﾊﾗ ｶﾝﾀﾛｳ      2450小原貫太郎  

ｺﾊﾗ ｹﾞﾝﾀﾛｳ     2453小原玄太郎  

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ     2449清水　祥吾  

ｾｷﾉ ﾔﾏﾄ         2441関野　大和  

ﾀｷ ｼﾝﾔ           2440滝　　真弥  

ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾄ         2446多田　啓人  

ﾋｼﾔﾏ ｹｲｼﾛｳ     2452菱山桂史郎  

女  子
ｱｿｳ ﾐﾂｷ         2484麻生　光希  

ｲﾄｳ ｻｸﾗ         2455伊藤さくら  

ｲﾜｻﾜ ｼﾎ         2469岩澤　志保  

ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ         2470榎本　理沙  

ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ        2471大畑　晴菜  

ｵｵﾓﾘ ﾕｳｶ        2465大森　優花  

ｵｶﾍﾞ ﾅﾐ         2458岡部　南海  

ｵｶﾍﾞ ﾊﾅ         2477岡部　帆海  

ｵｷﾞﾉ ﾏﾅ         2483荻野　愛菜  

ｵﾀﾞｶ ﾊﾙｶ        2474小高　遥香  

ｶﾅｶﾞﾜ ﾕﾉﾝ      2468金川　由音  

ｶﾈﾏﾙ ｴﾘﾅ        2463金丸英里奈  

ｶﾜｲ ｱﾔﾉ         2456河合　　彩  

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾘｵ      2478北林　理桜  

ｸﾂﾅ ﾕｳ           2454忽那　結羽  

ｻｸﾗｲ ﾐﾉﾘ        2476桜井　美紀  

ｼﾑﾗ ｶｽﾞｻ        2460志村　一沙  

ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ        2461志村　二海  

ｼﾑﾗ ﾐｽｽﾞ        2473志村　三涼  

ﾀｶﾔ ｱﾐ           2481高谷　杏実  

ﾀｶﾔ ｻｷ           2472高谷　咲妃  

ﾂﾈｲｼ ｸﾙﾐ        2462恒石くるみ  

ﾂﾈｲｼ ｼｽﾞｸ      2459恒石しずく  

ﾅｲﾄｳ ﾅﾉﾊ        2479内藤　南風  

ﾅｶﾂﾊﾗ ﾓﾈ        2475中津原百音  

ﾋﾗﾀ ﾐｵ           2480平田　美緒  

ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ        2457松浦麻理亜  

ﾐﾔｼﾀ ﾏｲ         2467宮下　　舞  

ﾓﾘ ｶﾅｺ           2482森　　奏子  

ﾖｼﾀﾞ ｲｸ         2466吉田　唯宮  

ﾜｶﾔﾏ ﾐﾐﾘ        2464若山美々李  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｲﾄﾏﾝ富士見台 26 63 1人数 種目 リレー（13670）

男  子
ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ   2501青柳　雄大  

ｱﾍﾞ ﾌｳﾔ         2496阿部撫宇也  

ｱﾏﾉ ﾀｲｷ         2494天野　太喜  

ｲｲｼﾞﾏ ｴｲﾀ      2495飯島　瑛太  

ｳｴﾓﾄ ｷｮｳ        2503植本　　匡  

ｵｵｲﾜ ｶﾚﾄﾞ      2492大岩海玲大  

ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ        2498大岩真海羽  

ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ        2497岡田　　暁  

ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ        2502佐々木大馳  

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ        2499鈴木　優太  

ﾋﾒﾉ ｼｭｳｷ        2500姫野　修旗  

ﾋﾛｻﾜ ｶﾝﾀ        2493広沢　貫太  

女  子
ｱﾍﾞ ﾘﾉ           2514安部　璃乃  

ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏﾅ        2504海老原麻奈  

ｵｵﾉ ｺｳ           2512大野　　航  

ｸｻｶ ｽﾅｵ         2511日下すなお  

ｼﾏﾀﾞ ｶｲﾈ        2507島田　海音  

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｴ        2506高橋　実苗  

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾅ        2505轟　　陽菜  

ﾅｶﾞﾖｼ ｻﾕ        2513永吉　咲結

ﾅｶﾞﾖｼ ｻﾗ        2515永吉　咲良  

ﾉｼﾞﾏ ｱｲﾅ        2509野島　愛菜  

ﾋﾒﾉ ﾓﾓ           2517姫野　　桃  

ﾌﾅｷ ｶﾉﾝ         2508舩木　果音  

ﾏﾔﾅｷﾞ ﾘｵ        2510真柳　璃緒  

ﾜｶﾔﾏ ﾌｳｶ        2516若山　楓香  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｾﾝﾄﾗﾙ大森      8 24 2人数 種目 リレー（13672）

男  子
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ         2521佐藤　　匠  

ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾂｷ      2522藤本　　樹  

女  子
ｳﾒﾉ ﾕｶ           2527梅野　悠夏  

ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ         2525木村　　陽  

ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ        2523齊藤　七海  

ﾐｷ ｼｭｳｶ         2524三木　秋華  

ﾑﾗﾐ ｶﾝﾅ         2526村見　柑夏  

ﾓﾘﾊﾞﾀｹ ﾐｵｳ     2528森畠　美桜  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

マリン舎人    37 70 3人数 種目 リレー（13681）

男  子
ｱｵｷ ｹﾝｿﾞｳ      2556青木　拳蔵  

ｱｵｷ ｼｮｰﾝ        2545青木ショー

ｲｼｸﾞﾛ ｶｲ        2539石黒　　快  

ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅﾀ        2541河原　　陽  

ｸﾄﾞｳ ｿﾗ         2551工藤　蒼良  

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ      2554小林　弘太  

ｻｻｷ ﾘｭｳｽｹ      2542佐々木隆介  

ｻﾄｳ ﾘｸ           2534佐藤　里来  

ｼﾝﾊﾞ ｼｵﾝ        2547神馬　志温  

ｾﾘｻﾞﾜ ｹﾝｷ      2546芹澤　拳輝  

ﾀﾅｶ ｺｳﾏ         2544田仲　幸馬  

ﾅｶﾞｶﾜ ｾﾅ        2550長川　世梛  

ﾅｶﾑﾗ ｶｲ         2549中村　　櫂  

ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ      2538原田　天翔  

ﾌｧｳﾗｰ ｶｲﾙ      2540ﾌｧｳﾗｰ快留   

ﾌｧｳﾗｰ ﾆｺ        2553ファウラー

ﾌｼﾞﾉｷ ｼｭﾝ      2535藤ノ木　隼  

ﾐﾖｼ ﾄﾓﾔ         2543三好　那弥  

ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾀ        2548村松　晃太  

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾄ        2552村松　浩太  

ﾓﾘﾀ ｴｲﾄ         2555森田　瑛斗  

ﾔﾏﾔ ﾋﾃﾞｱｷ      2537山屋　英輝  

ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾔ        2536米田　雅哉  

女  子
ｷｼﾊﾗ ｻﾔ         2566岸原　沙耶  

ｻｶﾊﾗ ｴﾅ         2570坂原　咲菜  

ｻｻｷ ｱｲﾐ         2567佐々木愛実  

ｽｽﾞｷ ｹｲ         2563鈴木　　圭  

ｽｽﾞｷ ﾊﾅ         2560鈴木　花菜  

ｽｽﾞｷ ﾏｲ         2559鈴木　　舞  

ﾀｶﾊｼ ﾈﾈ         2565高橋　寧々  

ﾀﾑﾗ ﾐｳ           2562田村　美侑  

ﾄｷﾜ ﾚｲ           2557常盤　怜以  

ﾄﾘｶﾞｲ ｶﾅ        2561鳥飼　佳那  

ﾆｼｵ ﾐｲﾅ         2569西尾美依那  

ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｵ        2564藤澤　奈央  

ﾎｻｶ ﾀﾏﾉ         2568保坂　圭乃  

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｶﾘ      2558山崎あかり  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｾﾝﾄﾗﾙ府中      19 55 2人数 種目 リレー（13686）

男  子
ｲﾄｳ ｼｭｳ         2583伊藤　柊羽  

ｻｶｲ ｼｭｳｷ        2586酒井　柊貴  

ｼﾓﾀﾞ ﾂｶｻ        2585下田　　司  

ﾅｲﾄｳ ﾀｲｾｲ      2582内藤　大晴  

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳ      2584松原　　遼  

ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾙ        2587吉沢　　晴  

女  子
ｲｲﾀﾞ ｱｶﾈ        2595飯田　朱音  

ｲﾄｳ ｺﾄﾊ         2592伊藤　琴羽  

ｲﾏﾑﾗ ﾏｲ         2600今村　まい  

ｵｻﾞﾜ ﾏｵ         2594小澤　真央  

ｻﾜｾ ﾁｻ           2590沢瀬　千咲  

ﾀﾅｶ ﾏﾋﾛ         2597田中　希優  

ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾘﾝ      2589徳永　香鈴  

ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｽﾞｶ     2596徳永　柚香  

ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ         2591内藤　万愛  

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐﾉﾘ      2598橋爪　美紀  

ﾎｼﾉ ｶｴﾃﾞ        2599星野　　楓  

ﾏﾁｲ ﾋﾅﾀ         2593待井ひなた  

ﾐｳﾗ ｻﾔｶ         2588三浦　咲香  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

ｾﾝﾄﾗﾙ目黒      34 109 2人数 種目 リレー（13694）

男  子
ｲﾄｳ ﾙｲ           2603伊藤　瑠海  

ｵｵﾀ ｺｳｷ         2605太田　光貴  

ｵｶｻﾞｷ ｺｳｷ      2610岡崎　煌輝  

ｻｲﾄｳ ﾊｸ         2609齊藤　　白  

ｻﾉ ｺｳｾｲ         2602佐野　康生  

ｼｲﾊﾞｼ ﾐｽﾞｷ     2608椎橋　泉城  

ｾｷﾈ ｶｲ           2604関根　　快  

ﾏﾂｵ ﾏｻﾋﾛ        2611松尾　真弘  

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ      2601山口　愛斗  

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｼﾞ      2606山本　葉士  

ﾖｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ     2607横林　　豪  

女  子
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ        2621青木　涼楓  

ｲﾁﾑﾗ ﾐﾜ         2631市村　美和  

ｲﾇｲ ﾘﾅ           2630乾　　梨夏  

ｲﾉｳｴ ﾏﾘ         2612井上　愛梨  

ｲﾜｻﾜ ｷｯｶ        2633岩澤　九花  

ｲﾜﾀ ﾕﾅ           2625岩田　柚那  

ｵｵｸﾎﾞ ﾏｵ        2622大久保舞桜  

ｵｵﾀﾆ ｱｶﾈ        2627大谷　　茜  

ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ        2614岡村　　瞳  

ｷﾑﾗ ｶｴ           2626木村　花愛  

ｷﾑﾗ ﾘﾉ           2617木村　莉乃  

ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ        2618斎藤　千紘  

ｼﾗｶﾜ ﾏﾕ         2632白川　真夕  

ﾀｶﾊｼ ｴﾏ         2634高橋　絵茉  

ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ        2616高山　文香  

ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ        2613新倉みなみ  

ﾊﾗ ﾘｵ            2620原　　里央  

ﾌｸﾀﾞ ﾕﾘ         2628福田　有里  

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ      2619水口　知保  

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳ        2624宮川　　悠  

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ      2623山内　真凛  

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾗﾝ        2629山内　　藍  

ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ        2615吉田真希子  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

早稲田ＤＣ    6 7 1人数 種目 リレー（13940）

男  子
ｲﾏｲﾁ ｼｮｳﾍｲ     2685今市　祥平  

ﾄﾐﾔﾏ ｼｭｳｽｹ     2683富山　周祐  

ﾅｶﾊﾗ ｼﾓﾝ        2684中原　志門  

ﾈｷﾞｼ ﾀﾂﾔ        2686根岸　達也  

ﾎﾘｵ ﾀｷﾄ         2687堀尾多輝人  

ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓｷ        2688松村　寛季  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

理科大          6 11 2人数 種目 リレー（13944）

男  子
ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ     2690今川　雄洋  

ｳﾒﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾎｳ 2694梅林　秀朋  

ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ        2689佐藤　一輝  

ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ      2693柴田　和生  

ﾅｶﾞｵ ｹﾝﾀ        2692長尾　健太  

ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ        2691西川　直樹  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

立正大          11 25 3人数 種目 リレー（48018）

男  子
ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵｷ      2762相澤　直輝  

ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ      2766足立　遼太  

ｵｶｳﾁ ｼｮｳｺﾞ     2763岡内　昭伍  

ｼｸﾏ ｷｮｳｲﾁﾛｳ   2761志熊叶一郎  

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ      2768高橋　一真  

ﾅｵｲ ｺｳｷ         2769直井　洸基  

ﾌﾞﾂﾀﾞ ﾅﾘﾖｼ     2760佛田　孝介  

ﾎﾘ ﾀﾞｲﾁ         2767堀　　大地  

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ      2770柳川　陽登  

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ      2764山本　貴久  

ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｷ        2765横山　友輝  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

拓殖大          11 19 2人数 種目 リレー（48030）

男  子
ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾄ        2821緒方　健人  

ｻﾄｳ ﾏｺﾄ         2820佐藤　　誠  

ﾌｸﾀ ｺｳﾀ         2819福田　滉大  

ﾎｻｶ ｶｲﾄ         2818保坂　海斗  

ﾑﾗｶﾐ ﾂﾖｼ        2816村上　　豪  

ﾑﾗﾅｶ ﾀﾂｷ        2817村中　　樹  

女  子
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐ        2822小野寺優実  

ﾀｹｵｶ ｾﾅ         2825武岡　瀬奈  

ﾁｼﾏ ｱｷﾗ         2823千島　　晶  

ﾂｸｲ ﾕｷｺ         2826津久井雪子  

ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ      2824朝長千恵子  

東京都新春水泳競技大会



リレーエントリーチーム選手一覧 （所属別)

氏　　名 フリガナ 選手番号 氏　　名 フリガナ 生年月日 選手番号

日本大          33 82 4人数 種目 リレー（48057）

男  子
ｱﾍﾞ ﾊﾔｶ         2912阿部　隼翔  

ｲﾁﾉﾍ ﾓﾄｷ        2926一戸　元喜  

ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ        2928伊藤　晃平  

ｲﾜｻｷ ｹｲ         2902岩崎　　慶  

ｴﾓﾄ ﾀﾂﾙ         2917江本　　樹  

ｵｳﾐ ｳｲﾘｱﾑ      2925近江ウイリ

ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ        2915加藤　弘之  

ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀﾞｲ     2901金子　竜大  

ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ      2907神近　洋佑  

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ     2919川端　宏昌  

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ      2929川端　優太  

ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ        2908川原　春海  

ｶﾜﾓﾘ ﾄﾓﾌﾐ      2921河森　智文  

ｷﾉｼﾀ ｶｲ         2906木下　海生  

ｸﾛﾍﾞ ｶｽﾞﾄ      2916黒部　一斗  

ｺｼ ﾀｹﾖｼ         2905越　　嵩剛  

ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ      2920斉藤　孝佳  

ｻｶ ﾄｱｷ           2923坂　　登暉  

ｻｶﾏｷ ﾘｭｳｼﾞ     2918酒巻　龍志  

ｼｵｲﾘ ﾘｭｳﾄ      2927塩入　龍斗  

ｼﾝﾎﾞﾘ ﾋｶﾙ      2904新堀　　光  

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ     2913髙栁　祐太  

ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ      2922田中瑛之介  

ﾄｻﾞｷ ﾀｽｸ        2911戸崎　　祐  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ     2910中島　大賀  

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ        2909中村　陽太  

ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ        2903野口　聖也  

ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ      2914服部　　翼  

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ      2900原田　晃世  

ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝ        2924松浦　　詢  

ﾔｽｴ ﾀｶﾔ         2899安江　貴哉  

ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾔ        2930吉田　惇哉  

女  子
ｷﾘﾌﾞﾁ ｿﾉｺ      2931桐渕その子  

東京都新春水泳競技大会


