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リレーオーダー用紙

記入日：    年  月  日

ページ プロNo. 種目 組 レーン チーム名

  

クラス

12 才以下

13 才以上

フリガナ フリガナ
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姓 名

所 属          記 載 責 任 者

コンピュータルームに提出

フリーリレー

メドレーリレー

男子用

4x50m

4x100m

第

１

泳

者

第

２

泳

者

第

３

泳

者

第

４

泳

者



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 18 28 1人数 種目 リレー（13031）

男  子
ｲﾄｳ ｴﾝ           6伊東　　縁  

ｳﾀﾞ ﾏﾋﾛ         7宇田　真浩  

ｶﾒｲ ｼｭｳｶﾞ      9亀井　柊河  

ﾅｶﾞﾉ ﾌﾐﾄ        8永野　史登  

ﾊｼﾓﾄ ﾕｲﾄ        4橋本　結翔  

ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ    5福島　琉生  

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ      10山田　大雅  

女  子
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾜｶ      17今泉　和歌  

ｴﾊﾞﾀ ｼﾎ         16江畑　志保  

ｻｶｲ ﾊﾙﾅ         11坂井　春菜  

ｻｻｷ ｱﾝｼﾞｭ      18佐々木杏樹  

ｼﾄｳ ﾐｻ           21市東　美紗  

ﾀｶｷﾞ ﾋｶﾘ        12高木ひかり  

ﾀｶﾊｼ ｺﾕｷ        19髙橋　小雪  

ﾀﾊﾞﾀ ﾕｶ         15田畑　有香  

ﾌｼﾞｻﾜ ﾘﾝ        20藤澤　　凜  

ﾔﾏﾅｶ ｽｽﾞ        14山中　　涼  

ﾔﾏﾊﾀ ﾘｻ         13山畑　璃紗  

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

武蔵野高校 18 45 4人数 種目 リレー（13219）

男  子
ｱﾙｶﾞ ｲﾁﾛ        38有賀　一路  

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ        37伊藤　旬哉  

ｵｻﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ    33長田康太郎  

ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾔ        31小嶋　雄弥  

ｺﾀﾞﾏ ｺｳｼ        39児玉　光志  

ｻｶｼﾀ ﾀｸﾐ        35坂下　拓己  

ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ         36田中　将也  

ﾀﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳ      41田原口　裕  

ﾅｶﾑﾗ ｵﾘﾄ        34中村　織音  

ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾋﾛ      32矢島　夏洋  

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｾｲ    40山口　康生  

女  子
ｲｶﾞ ﾋﾅﾀ         48伊賀ひなた  

ｻﾉ ﾏﾅﾐ           43佐野　愛実  

ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ         42下村　美結  

ﾂﾈｲｼ ｸﾙﾐ        46恒石くるみ  

ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ         44前田　なな  

ﾏﾁﾀﾞ ｴﾐ         47町田　恵望  

ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ        45松橋　麗華  

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

日体大荏原高 12 28 4人数 種目 リレー（13239）

男  子
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾄ        93内山　湧斗  

ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳｶﾞ    90梶原　勇雅  

ｷﾊﾗ ﾋﾃﾞﾐ        97木原　英海  

ｺﾀﾞﾏ ﾊﾔﾄ        96児玉　勇人  

ｻｻﾓﾄ ﾕｳﾎ        91笹本　悠帆  

ｽｽﾞｷ ｱｻﾋ        95鈴木　朝陽  

ﾁﾀﾞ ｷﾞﾝﾀ        92千田　銀汰  

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ        94山田　創太  

女  子
ｶﾜﾅｶ ｱﾔﾉ        99川中　綾乃  

ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ        101高山　采夏  

ﾄｸﾍﾞ ﾘｺ         98徳部　莉子  

ﾐｽﾞﾉﾔ ﾕﾘ        100水野谷ゆり  

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

攻玉社中学 5 10 1人数 種目 リレー（13451）

男  子
ｲｼﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ    138石田幸之輔  

ﾅｶｶﾞﾜ ｵｳｽｹ    136中川　央資  

ﾆｯﾀ ﾚｲ           137新田　　玲  

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾕﾑ    134柳澤　歩夢  

ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾞｲ 135山口　翔大  

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

ロンド上北台 20 50 2人数 種目 リレー（13501）

男  子
ｲﾅｶﾞｷ ｶｲ        145稲垣　　魁  

ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ    148尾嵜　勇大  

ｸﾘﾊﾗ ﾅｵﾄ        147栗原　直和  

ﾀﾅｶ ﾀｽｸ         146田中　　輔  

ﾅｶﾃﾞ ﾀｸﾏ        144中出　拓真  

女  子
ｲﾉｳｴ ｱﾘｽ        154井上杏里鈴  

ｵﾉﾂﾞｶ ﾊﾙｶ      159小野塚悠華  

ｷﾁﾔ ﾅﾅｶ         157木地谷菜心  

ｷﾑﾗ ﾕｳ           156木村　　優  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｱ      153小林　春愛  

ｽｽﾞｷ ﾉﾕﾘ        150鈴木のゆり  

ｾｷﾈ ｴﾘ           152関根　江里  

ﾀｶｲｼ ｱｵｲ        158高石　青依  

ﾀｶﾊｼ ﾅｵ         161髙橋　　尚  

ﾀﾞﾊﾗ ﾋﾅﾉ        151駄原陽菜乃  

ﾂｷｼﾏ ﾆｺ         162築島　仁子  

ﾅｶﾞﾀ ﾘﾝ         160長田　凜音  

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ        149中村　美南  

ﾌｸｼﾏ ﾏﾎ         155福島　茉歩  

ﾐﾔﾓﾘ ｻﾁ         163宮森　咲智  

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

Ｓ．Ｉ．Ｔ    8 17 2人数 種目 リレー（13502）

男  子
ｵｯﾊﾟﾀ ﾘｮｳｶﾞ   165乙幡　凌雅  

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾖｼ      166高橋　史義  

ﾊﾗ ｼｭｳﾀ         164原　　柊太  

女  子
ｵﾀﾞｼﾏ ｶﾝﾅ      171小田島寛奈  

ｷｸﾁ ﾕﾉ           169菊地　柚乃  

ﾊｯﾄﾘ ﾏﾅ         167服部　真奈  

ﾔﾉ ﾊﾅ            168矢野　心菜  

ﾖｺｲ ｱｵｲ         170横井　葵衣  

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    20 29 2人数 種目 リレー（13503）

男  子
ｱｵｷ ﾀｸ           179青木　大空  

ｳｴｶﾞｷ ﾊﾙﾋﾛ    178上柿　晴大  

ｵｸﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ    177奥田　桔平  

ｷｸﾁ ｱｽﾞｻ        174菊池　　梓  

ｷｼﾞﾏ ﾗｲﾑ        175鬼島　来夢  

ｸﾜﾊﾗ ｱﾙ         183桑原　在琉  

ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ        180齋藤　蒼大  

ﾀｹｳﾁ ｹｲｼﾞﾛｳ   181竹内敬士朗  

ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ    182塚本　雄大  

ﾌｸﾐﾔ ﾋｶﾙ        172福宮　光瑠  

ﾎﾘ ｹｲｽｹ         173堀　　敬裕  

ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞｷ      176米山　和貴  

女  子
ｲﾜﾔ ﾅﾂﾈ         184岩屋　夏音  

ｵﾀﾞ ｱﾕﾐ         185小田亜有美  

ｷｼﾞﾏ ﾏﾅﾊ        187鬼島　愛羽  

ｽｽﾞｷ ﾙﾈ         189鈴木　瑠心  

ﾊﾏﾀﾞ ｲﾌﾞｷ      186浜田　衣吹  

ﾋﾀﾞ ﾓﾓｶ         188飛弾　李香  

ﾌｸﾊﾗ ﾏﾕﾘ        190福原茉悠莉  

ﾎﾘ ｺﾄﾈ           191堀　　琴音  

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

ｲﾄﾏﾝ東伏見    44 116 3人数 種目 リレー（13504）

男  子
ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳ      209相澤　　翔  

ｱﾗｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ    196新井　俊平  

ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾂ      199飯田　光達  

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｿｳｼ    207宇田川颯司  

ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ        204岡田　陽斗  

ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ   195川邉亮太朗  

ｻﾄｳ ｺｳｷ         202佐藤　孝樹  

ｻﾄｳ ｿｳｽｹ        216佐藤　宗介  

ｼﾗｻｶ ﾁｶﾏｻ      203白坂　親正  

ｽｻ ﾋﾄｼ           192須佐　　仁  

ﾀｶﾊｼ ｷｲﾁ        214髙橋　葵一  

ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ        194高橋　健汰  

ﾀﾑﾗ ｲﾌﾞｷ        215田村　維風  

ﾀﾑﾗ ﾙｲ           200田村　琉偉  

ﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ         213津田　大輝  

ﾂﾘﾔ ｼｭｳｽｹ      201釣谷　颯大  

ﾅｶﾔ ﾌｳｷ         198中谷　風希  

ﾅｶﾔ ﾕｳｸ         197中谷　悠空  

ﾆｼｳﾗ ｺｳｽｹ      212西浦　康介  

ﾋﾗﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ    211平野龍之介  

ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｷ        208藤田　拓希  

ﾐｽﾞｺｼ ﾕｳﾄ      206水越　悠斗  

ﾑﾈﾄｳ ｺｳｴｲ      205宗藤　煌英  

ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹｼ        193米山　　毅  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ   210渡邉裕汰郎  

女  子
ｱｲｻﾞﾜ ﾏﾅ        235相澤　真菜  

ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ        220井口　詩音  

ｲｼｲ ｴﾘﾅ         225石井恵里奈  

ｳﾁﾔﾏ ﾜｶﾅ        232内山　和奏  

ｵｵﾀ ｷﾗ           221太田　　煌  

ｷｸﾁ ﾘｻ           230菊池　理沙  

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ    217小林　　楓  

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｵ        223杉山　麻央  

ﾀｹﾀﾞ ｱｻﾋ        227竹田　朝陽  

ﾂﾘﾔ ﾐｲﾅ         224釣谷　美菜  

ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ        231中村　心春  

ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ         226野口　心優  

ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ        218藤井　乙葉  

ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ        219松﨑　りん  

ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾘ        233宮川　夕璃  

ﾑﾈﾄｳ ﾘｶｺ        222宗藤梨華子  

ﾓﾘﾀｶ ﾕｽﾞﾕ      234森髙ゆずゆ  

ﾓﾘﾅｶ ｲﾂﾞﾐ      228森中　　泉  

ﾔｷﾞﾊﾗ ｱｲﾘ      229八木原愛莉  

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 42 96 3人数 種目 リレー（13509）

男  子
ｱｵｷ ｹﾝﾀ         254青木　健太  

ｲｼｲ ﾓﾄｷ         270石井　基幹  

ｲﾄｳ ﾕｳﾘ         264伊藤　優里  

ｵｵﾔﾏ ｶｲﾁ        267大山　開地  

ｶﾈｺ ﾖｳﾀﾛｳ      253金子洋太郎  

ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ        263木村　勇介  

ｺﾂｼﾞ ﾅｵﾄ        252小辻　直人  

ｺﾏﾂ ｿｳ           268小松　　壮  

ｺﾐﾔﾏ ﾏﾋﾛ        260小宮山真尋  

ｼﾓﾑﾗ ﾖｳｽｹ      259下村　洋介  

ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾝﾀﾛｳ   266杉本貫太郎  

ﾀｶﾐﾔ ｱｵｲ        258髙宮　碧海  

ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ        261手塚　侑人  

ﾆｼﾀﾞ ﾀｲｾｲ      251西田　大晟  

ﾊｼｶﾀ ﾅｵｷ        255箸方　尚樹  

ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ        257樋口　蒼大  

ﾌﾙｾ ｷﾗﾄ         265古瀨　輝人  

ﾐﾅﾐﾊﾀ ﾊﾙｷ      269南畑　遥輝  

ﾑﾗｶﾐ ｶﾝｼﾞﾛｳ   262村上寛次郎  

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾝﾉｽｹ   256村上尋之助  

女  子
ｲｼｶﾜ ﾕｷ         271石川　優希  

ｲｿﾉ ﾏﾕ           283磯野　真優  

ｲﾄｳ ﾘｶﾅ         276伊藤里香奈  

ｳﾗﾍﾞ ﾘﾝﾅ        274占部　凜奈  

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ    272遠藤　　渚  

ｵｵｶﾜ ﾅﾂｷ        286大川　夏生  

ｺｺﾞｼ ｱﾔﾈ        284小越　絢心  

ｺｺﾞｼ ﾎﾉｶ        275小越　帆栞  

ｺﾔﾏ ｱｲﾘ         291小山　愛里  

ｻﾄｳ ﾕﾘ           280佐藤　友梨  

ｼﾏﾑﾗ ﾏﾕｷ        282島村茉夕妃  

ｼﾏﾑﾗ ﾘﾉｱ        287島村莉乃愛  

ｿｶﾞ ﾓﾓｺ         292曽我　桃子  

ﾂﾉﾀﾞ ｽｽﾞﾈ      277角田　鈴音  

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾅｷﾞｻ    273出口　　汀  

ﾄﾐﾀ ﾅｵ           279富田　菜央  

ﾄﾘｽﾞﾐ ﾏｷ        278鳥住　真希  

ﾅｶｼﾏ ｱﾔ         288中島　　彩  

ﾆﾍｲ ﾐﾅ           281仁平　美凪  

ﾌｸｵｶ ﾅﾘ         285福岡　奈莉  

ﾜｶﾔﾏ ﾘﾖ         289若山　理世  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅｴ      290渡辺奈々恵  

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       80 241 7人数 種目 リレー（13510）

男  子
ｱｻﾜ ｶｽﾞﾏ        294浅輪　一翔  

ｱﾈｻﾞｷ ﾕｳﾀ      334姉﨑　優太  

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ      295阿部　倖大  

ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ      301石田　凌也  

ｲﾇﾏ ｱｵｼ         310井沼　　蒼  

ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ        326上野　虹平  

ｳｴﾉ ﾕｳﾀﾛｳ      323上野優太郎  

ｵﾀｶ ｺｳﾀ         293尾高　康太  

ｵﾁ ｷｲﾄ           330越智　希翔  

ｶﾒﾓﾄ ﾀｲｼｮｳ    296亀本　大勝  

ｶﾜﾒ ﾄｳﾔ         304川目　柊陽  

ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ        300菅田　大樹  

ｷｸﾀﾆ ﾕｳﾄ        321菊谷　侑杜  

ｷｸﾁ ｺｳ           328菊池　　航  

ｷｸﾁ ﾕｳ           313菊池　　有  

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ        327木下　祐人  

ｺﾏﾂ ﾕｳｷ         324小松　佑樹  

ｺﾔﾏ ｺｳﾀ         315小山　煌太  

ｻﾈﾄｳ ﾄｼﾉﾌﾞ    309實藤　利信  

ｼﾗﾊﾏ ｿｳﾀ        325白濱　碧太  

ｽﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ      316図師航太朗  

ｽｽﾞｷ ｱｵｲ        320鈴木　蒼偉  

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ        332鈴木　悠人  

ﾀｶﾉ ｳﾀ           302高野　海太  

ﾀｸﾞﾁ ｾｱ         306田口　聖空  

ﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ         307田鍋　塁大  

ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳｷ        312鳥山　雄生  

ﾅﾘﾀ ﾚｵ           299成田　怜央  

ﾊﾏﾀﾞ ｿﾗ         305濱田　　宙  

ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ      318浜田　雄成  

ﾌｸｲ ﾋｲﾛ         331福井　陽彩  

ﾌｸｲ ﾋﾅﾀ         322福井　陽向  

ﾌｼﾞｶﾜ ﾀﾞｲｷ    314藤川　大輝  

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾚﾝ        333水谷　　蓮  

ﾐｽﾞﾊｼ ﾀｹｼ      319水橋　　毅  

ﾑﾗﾀ ﾐﾁﾋﾛ        329村田　充優  

ﾔｽｷﾞ ﾏｵ         317八杉　磨生  

ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄ      298横山　和士  

ﾖｼﾉ ｼｭﾝﾀ        308吉野　隼太  

ﾖｼﾉ ﾊﾙﾏ         311吉野　悠真  

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ        303吉村　朱翔  

ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｼ        297吉村　優志  

女  子
ｱｻｸﾗ ﾐｸ         344朝倉　茉咲  

ｱｻﾜ ﾎﾉｶ         358浅輪　帆花  

ｲｲﾀﾞ ｱｺ         340飯田　愛心  

ｲﾁｶﾜ ﾐｺ         339市川　倫子  

ｲﾜｲ ｱｵｲ         368岩井亜桜衣  

ｲﾜｲ ﾘｺ           360岩井　梨子  

ｵｵｸﾎﾞ ﾘｻ        355大久保理彩  

ｵｵﾊﾀ ｱｷ         351大畑　杏紀  

ｵｵﾓﾘ ﾐｵ         356大森　美桜  

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙｶ    363小笠原　悠  

ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ        367岡田　七海  

ｵｷﾞﾉ ｻｴｶ        345荻野　冴花  

ｵｻﾍﾞ ﾏﾎ         359長部　真歩  

ｶｹﾞﾔﾏ ﾓｶ        369影山　萌夏  

ｶﾈｺ ﾘﾝｶ         341金子　稟佳  

ｶﾐﾑﾗ ﾜｶﾅ        336上村和花奈  

ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ      346川俣　　紬  

ｷｸﾁ ﾖｳ           362菊池　　遥  

ｷﾖﾐﾔ ﾅﾅｴ        361清宮菜々恵  

ｸﾎﾞﾀ ﾗﾝ         364久保田　蘭  

ｼﾗﾈ ｷｻｷ         347白根　季咲  

ｽﾝﾄｳ ﾚﾐ         350駿藤　玲美  

ﾁﾀﾞ ﾓﾓｶ         337千田　桃果  

ﾂﾁﾀﾞ ｱｽﾅ        370土田明日菜  

ﾂﾁﾀﾞ ﾕｲﾅ        353土田　唯菜  

ﾄｳｾﾝ ｱﾝﾅ        349東泉　杏奈  

ﾄｳｾﾝ ﾐｵﾝ        372東泉　美音  

ﾅｲﾄｳ ﾐｻｷ        366内藤　実咲  

ﾅﾘﾀ ﾐｵ           343成田　実生  

ﾅﾘﾀ ﾒｲ           338成田　芽生  

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾉ        335橋本ひなの  

ﾌｸｲ ﾋﾖﾘ         352福井ひより  

ﾌｸﾓﾄ ﾅﾂｷ        354福本　夏己  

ﾔﾏﾅｶ ﾅｵ         348山中　　直  

ﾔﾏﾔ ﾏｵ           342山谷　眞桜  

ﾔﾏﾔ ﾏﾘｲ         371山谷真里衣  

ﾖｼｵｶ ﾏﾋﾛ        365吉岡　茉紘  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱ        357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      18 56 2人数 種目 リレー（13511）

男  子
ｲｲｻﾞﾜ ｿﾗ        376飯澤　蒼空  

ｳｴｷ ﾄｼﾋｻ        375植木　稔久  

ﾅｶﾊﾀ ﾊﾙﾄ        377中畑　治大  

ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｳｷ      373福澤　有輝  

ﾔﾏﾑﾗ ｲﾁﾀ        374山村　一太  

女  子
ｵｲｶﾜ ﾜｶﾅ        385及川　和奏  

ｵｵﾊｼ ｷｽﾞﾅ      388大橋　　絆  

ｵｸﾞﾗ ｻｴ         382小倉　紗英  

ｶｹｶﾞﾜ ｻﾅ        386掛川　沙夏  

ｸﾘﾊﾗ ｻｸ         390栗原　紗玖  

ｻﾜ ｷｮｳｶ         380澤　　響花  

ﾀｶｻｷ ﾕｳﾅ        378髙﨑　優奈  

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ        383高橋　優南  

ﾅｶﾞﾔﾏ ｶﾝﾅ      381永山　栞生  

ﾌｸｼﾏ ｶｴ         384福島　可絵  

ﾌｸｼﾏ ｶｵﾘ        379福島　可織  

ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾅ        387松﨑　陽菜  

ﾔﾏﾑﾗ ｵﾄｶ        389山村　乙夏  

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

太陽教育ＳＣ 40 124 9人数 種目 リレー（13523）

男  子
ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｶﾞ      443足立　太駕  

ｲｲﾉ ｶｲｾｲ        438飯野　開成  

ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ        431石川　大起  

ｲﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ      447井田　優大  

ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ      440井上　勝太  

ｲﾏﾀﾞ ﾅｵ         430今田　　直  

ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ        432上田　悠貴  

ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾄ        435大場　優斗  

ｶﾈｻｶ ｼｮｳｺﾞ    429金坂　祥吾  

ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ      436小島　大輝  

ｺｽｷﾞ ｹｲﾄ        439小杉　慶人  

ｻﾄｳ ｿｳ           441佐藤　　蒼  

ｻﾜﾑﾗ ｱｵｲ        448澤村　　碧  

ｾｷ ﾄﾓｵﾐ         449関　　智臣  

ﾀｹﾀﾞ ｸｳｶﾞ      427武田　空我  

ﾀｹﾅｶ ﾀｲﾁ        442竹中　太一  

ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾄ        433寺澤　悠人  

ﾎｯﾀ ﾒｸﾞﾙ        426堀田　恵路  

ﾓﾛﾅｶﾞ ｴｲﾄ      445諸永　英人  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ    437山崎　太雅  

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ      428吉田　健悟  

ﾜｼｻﾞﾜ ｿｳﾀ      434鷲澤　颯大  

ﾜﾀﾞ ﾚﾝ           444和田　　連  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ        446渡辺　理生  

女  子
ｱｵｷ ﾕﾘｺ         453青木裕里子  

ｲｲﾉ ｶﾘﾝ         463飯野　花梨  

ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ        462石川　愛梨  

ｲﾅ ﾐｵ            461伊奈　美桜  

ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾎ        459遠藤　佳穂  

ｵｿﾞﾈ ｱﾐ         451小曽根杏水  

ｶﾀﾔﾏ ﾘｵ         460片山　莉緒  

ｶﾄｳ ﾐｸ           456加藤　美虹  

ｽﾄﾞｳ ﾐｻｷ        450須藤美桜希  

ﾀﾅｶ ｱﾔ           452田中　　絢  

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｶﾘ      455富沢佑華梨  

ﾅｶﾔ ｱﾔﾉ         458中谷　文乃  

ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂｺ        454本田　夏子  

ﾐｽﾞﾉ ｼｵﾘ        465水野　紫織  

ﾐﾉﾜ ﾅﾂﾐ         457箕輪　夏海  

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾘ        464安田　有里  

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

ＪＳＳ立石    30 79 4人数 種目 リレー（13528）

男  子
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｱｷ    503石川　一陽  

ｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ        510伊藤　謙吾  

ｶﾄﾞｸﾗ ｱｷﾋﾛ    498門倉　光宏  

ｸﾘﾀ ﾊﾙﾁｶ        506栗田　遥史  

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾌｳﾔ    502下城　風弥  

ｽﾐ ﾕｲﾄ           500角　　結徳  

ﾀｶﾊｼ ﾏｾｲ        512髙橋　真正  

ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｷ      511瀧澤　昊生  

ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭｳﾏ    505瀧澤　秀真  

ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ    508竹村　龍祐  

ﾄﾂﾞｶ ﾕｲ         513戸塚　遊泉  

ﾊｯﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ    504八田琉之介  

ﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ      501三田涼太朗  

ﾔﾏﾅｶ ｱｶﾙ        509山中　　耀  

ﾖｺﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ   499横山洸一郎  

ﾖｺﾔﾏ ｿｳｼﾞﾛｳ   507横山総治郎  

女  子
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ         523安部　愛海  

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾕ        518安藤　麻結  

ｻｶｼﾀ ｱｲﾘ        527坂下明依里  

ｻｶｼﾀ ﾘｵﾅ        524坂下里緒菜  

ｼﾏﾀｲ ﾁｵﾘ        526島袋　千織  

ﾀﾅｶ ｴﾚﾝ         520田中　絵恋  

ﾀﾅｶ ｺｺﾛ         522田中　　心  

ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ         514田中　千紘  

ﾅｶｲ ﾐﾅﾐ         515中井　美南  

ﾅｶﾊﾗ ﾐﾕｳ        519中原　未優  

ﾊｯﾀ ﾐﾘﾋ         525八田みりひ  

ﾌｼﾞｻｷ ﾕﾒｶ      517藤﨑　夢佳  

ﾏｽｺ ｻｻ           521増子　　楽  

ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ        516矢作　智里  

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

東京ＳＣ       125 384 7人数 種目 リレー（13530）

男  子
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ         539伊藤　優真  

ｵｵﾀｹ ﾋﾛｷ        533大竹　紘暉  

ｶﾀｵｶ ｿｳﾏ        589片岡　蒼真  

ｶﾄｳ ﾋｶﾙ         537加藤　　光  

ｶﾈｺ ｺｳﾉｽｹ      567金子幸之助  

ｶﾈｺ ﾘｭｳｾｲ      578金子　琉星  

ｶﾞﾓｳ ﾘﾝﾔ        571蒲生　倫矢  

ｶﾘﾔ ﾏﾓﾙ         548刈谷　　守  

ｶﾜｲ ｲｯｻ         569河井　一桜  

ｶﾜｲ ｵｳｽｹ        549河井　桜輔  

ｶﾜｻｷ ｼｮｳｷ      536川崎　翔暉  

ｶﾜﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ    587川鍋　瑞穂  

ｷﾀｼﾛ ﾘｮｳﾏ      532北城　稜真  

ｷﾑﾗ ﾄｳｲ         573木村　斗一  

ｺｵﾛ ﾙｲ           560紅露　ルイ  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ      543小林　大洋  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ   574小林　龍世  

ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ        541坂本　真人  

ｼｵﾀ ﾅｵﾔ         551塩田　直也  

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ      542鈴木　伸吾  

ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ   538関口　雄大  

ｾｷｸﾞﾁ ﾚｵ        572関口　れお  

ｾﾝﾎﾞｸﾔ ｺﾞｳ    544仙北谷　豪  

ﾀｶｷﾞ ﾕｳｽｹ      562髙木　悠佑  

ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ      529髙橋　明裕  

ﾀｶﾓﾄ ﾘｮｳ        575髙本　　亮  

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾓﾘ      564武内　武盛  

ﾀｹｵｶ ﾕｳﾄ        590竹岡　佑都  

ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ      561竹之内隼人  

ﾀｹﾍﾞ ｶﾝ         547武部　　歓  

ﾁﾊﾞ ﾌｳﾏ         545千葉　楓真  

ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ    566徳永　将太  

ﾄﾘｲ ﾘｮｳﾀ        552鳥居　亮太  

ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ      563中村　泰晟  

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ    550中村　孔信  

ﾆｷ ｹｲﾄ           593二木　恵都  

ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 559西川　純平  

ﾉｸﾞﾁ ｺﾃﾂ        535野口　琥徹  

ﾊｼﾓﾄ ｴｲｷ        531橋本　瑛輝  

ﾊﾄﾘ ﾕｷﾔ         580羽鳥　行哉  

ﾊﾏﾀﾞ ｺﾀﾛｳ      553濱田虎太郎  

ﾋｸﾞﾗｼ ﾘｮｳ      579日暮　　諒  

ﾋｻｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ    540久嶋　優輔  

ﾋﾁﾜ ｱﾕﾑ         557飛知和　渉  

ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ         556飛知和　翔  

ﾋﾗﾀ ｱｷ           591平田　暁己  

ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙ         581平山　　悠  

ﾎｼﾉ ﾊﾙﾄ         582星野　暖仁  

ﾎｼﾔ ｶｹﾙ         583星谷　　駈  

ﾎﾘｷﾘ ｹｲｼｭｳ    546堀切　啓柊  

ﾏｷﾉ ﾀｶｼ         584牧野　誉史  

ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ   534松本恭太郎  

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ        555松本　祐輝  

ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳﾄ        588丸山　楓人  

ﾑﾗﾀ ｽﾊﾞﾙ        530村田　　昴  

ﾓﾓﾀ ｳﾒｷﾁ        576百田　梅吉  

ﾔｷﾞ ﾀｲﾁ         554八木　太一  

ﾔﾅｳﾁ ﾀﾞｲﾗ      586柳内　大楽  

ﾔﾅｳﾁ ﾀﾞｲﾙ      558柳内　大流  

ﾖｺｲ ｿｳﾀ         568横井　想大  

ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝ        585吉澤　　謙  

ﾖｼﾅﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ   565吉成翔太郎  

ﾗﾃﾞﾏﾊ ﾙｰｶｽ    577ﾗﾃﾞﾏﾊﾙｰｶｽ   

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ    570渡邉　翔太  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ      592渡邉　颯斗  

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ＳＣ       125 384 7人数 種目 リレー（13530）

女  子
ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ        606秋原　埜安  

ｱﾍﾞ ﾐｵ           602阿部　　澪  

ｲﾁﾉｾｷ ﾋﾖﾘ      651一関ひより  

ｲﾄｳ ｺｲﾉ         628伊藤湖衣乃

ｲﾄｳ ﾕｴ           623伊藤　優笑  

ｲﾄﾔﾏ ｻｸﾗ        615糸山さくら  

ｲﾏｲ ﾕｳﾅ         601今井　優奈  

ｳｴﾀﾞ ﾐﾅﾐ        605上田　美波  

ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｷﾗﾘ    653漆原　煌莉  

ｵｵｲ ﾄﾓﾖ         629大井　智代  

ｵｵﾉ ﾐﾅﾐ         625大野　美波  

ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾕ        598大和田美優  

ｵｵﾜﾀﾞ ﾕﾅ        613大和田幸那  

ｵｶ ｱｲｺ           640岡　　愛子  

ｵｶﾓﾄ ｱﾐ         608岡本　安未  

ｵﾊﾞﾀ ﾏﾔ         644小畑　磨矢  

ｶﾀｵｶ ﾐﾚｲ        635片岡　実玲  

ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ      595片桐　珠実  

ｶﾄｳ ﾊﾅｶ         639加藤　花佳  

ｶﾈｺ ﾁﾅ           618金子　知奈  

ｶﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｱ      649貫洞友里杏  

ｷﾉｼﾀ ｴﾐﾙ        596木下　笑碧  

ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ    638鯨井あぐり  

ｸﾛｶﾜ ﾏﾅ         609黒川　真那  

ｺ ﾁﾝｲｪﾝ         611胡　　清晏  

ｺﾀﾞﾏ ﾐﾕｷ        630児玉美結季  

ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ        624斉藤　歩美  

ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ      622斉藤　美月  

ｻｶﾊﾞ ﾘﾎ         636酒葉　理穂  

ｻｸﾗｲ ｱﾕｳ        646櫻井あゆう  

ｻﾄｳ ﾘｵ           600佐藤　梨央  

ｻﾜﾀﾞ ﾐﾁｶ        648澤田　倫佳  

ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ         642菅　　七海  

ｽｽﾞｷ ﾘｵｺ        631鈴木里桜子  

ﾀｶﾊｼ ﾙｲ         626髙橋　るい  

ﾀｶﾊﾗ ﾐｺ         645高原　美子  

ﾀｶﾞﾜ ﾕｲﾅ        607田川　結渚  

ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ        610竹澤　瑠珂  

ﾀｹｻﾞﾜ ﾛﾅ        621竹澤　芦奈  

ﾀｹﾅﾐ ｴﾅ         632武波　笑凪  

ﾀﾊﾗ ｺｺﾅ         616田原　心菜  

ﾃﾗﾆｼ ﾐｶ         620寺西　美佳  

ﾃﾗﾆｼ ﾐﾁ         627寺西　美知  

ﾄﾖｶﾜ ｱﾝﾅ        637豊川　杏奈  

ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ        594長尾　有紗  

ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ        599長尾　佳音  

ﾅｶｿﾈ ﾐﾕﾅ        603仲曽根美悠

ﾉﾑﾗ ﾘｻ           633野村　梨早  

ﾊｼﾓﾄ ｶｵﾘ        614橋本果生梨  

ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ        597橋本季里香  

ﾊｾ ｱｽｶ           619長谷明日香  

ﾊﾂｶﾞｲ ｻﾅ        604初谷　紗奈  

ﾊﾔｼ ﾙｶ           647林　　瑠花  

ﾌｶｻﾜ ﾘｺ         652深沢　理心  

ﾌﾙｷ ﾚｲ           641古木　　玲  

ﾎﾘｷﾘ ｱｽﾞｻ      634堀切　梓彩  

ﾏﾂﾓﾄ ｱｲｺ        643松本　愛子  

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾎ         650松本　理歩  

ﾛｲﾄﾞ ｼﾞｭﾘｱ    612ロイド珠里

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝﾅ      617渡部　杏菜  

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

ＴＡＣ          17 44 2人数 種目 リレー（13531）

男  子
ｱｷﾓﾄ ｴｲﾀ        658秋元　瑛多  

ｳﾗﾋｶﾞｼ ｼﾝｺﾞ   660浦東　信吾  

ﾀﾑﾗ ｼﾞﾝﾄ        659田村　仁人  

ﾆｼﾏｴ ｼｭｳｾｲ    656西前　秀星  

ﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ         655野田　　光  

ﾊﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ      654葉山晋乃介  

ﾏｽﾀﾞ ｻﾄｼ        657増田　　叡  

女  子
ｱﾗｲ ｲﾁｶ         666新井　一花  

ｲﾀﾊﾅ ﾘｻ         669板鼻　莉才  

ｵｷﾞﾊﾗ ｲｴ        661荻原　唯瑛  

ｸﾛｻﾜ ｱﾔﾉ        663黒澤　彩乃  

ｻｶｲ ﾘﾕ           664酒井　梨佑  

ﾆﾅｶﾞﾜ ﾁｲ        668蜷川　千衣  

ﾋﾗﾉ ﾉｱ           665平野　希空  

ﾏﾂｵ ﾏﾎ           662松尾　真帆  

ﾐﾂｲ ﾘｱﾝ         670三井　莉杏  

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ    667若林　果凛  

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    35 70 3人数 種目 リレー（13532）

男  子
ｱｵｷ ｺｳﾀ         680青木　恒太  

ｲｲｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ    678飯澤　悠伍  

ｵｵｸﾎﾞ ｺｳ        673大久保康生  

ｵｸﾉ ｴｲﾀ         671奥野　瑛太  

ｵｸﾉ ｹｲﾀ         676奥野　敬太  

ｵｸﾉ ﾕｲﾀ         685奥野　結太  

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ      684齋藤　大知  

ｻﾄｳ ﾏｻﾄ         675佐藤　真人  

ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ      679澤田　孝博  

ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ    682篠崎　友宏  

ｾｵ ｺｳｾｲ         677瀬尾　昊誠  

ﾊﾅｳｴ ﾀｸﾐ        683花上　拓海  

ﾋﾗｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ    672平泉　海人  

ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｸﾏ      674山岸　巧眞  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ      681渡辺　悠斗  

女  子
ｲｼﾊﾗ ｻﾁｶ        689石原　幸華  

ｲﾏｲ ﾘﾅ           701今井　莉菜  

ｵｶﾞﾜ ｱｶﾈ        700小川　　茜  

ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ         691小川　　桃  

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ        687小野寺はな  

ｶﾜｻｷ ﾕﾗ         692川﨑　優良  

ｶﾜﾍﾞ ﾘｺ         694河部　莉子  

ｺﾝﾉ ﾋﾅｺ         704金野日向子  

ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ        693坂本　　南  

ｼﾉｻﾞｷ ｱｶﾘ      703篠崎　朱里  

ﾀｶﾊｼ ﾘﾎ         699高橋　凛帆  

ﾀﾅｶ ｱﾔﾒ         695田中　絢女  

ﾂｼﾞｳﾁ ｱﾔﾉ      686辻内　彩野  

ﾆｼﾂｼﾞ ｷﾜ        702西辻　希羽  

ﾆｼﾂｼﾞ ﾄﾜ        705西辻　桃羽  

ﾊﾔｶﾜ ｱｵｲ        688早川　　葵  

ﾊﾔｶﾜ ｶﾚﾝ        696早川かれん  

ﾊﾔｶﾜ ﾋｶﾙ        690早川ひかる  

ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾊﾅ        698松本　美花  

ﾔﾏｷﾞｼ ｴﾏ        697山岸　絵麻  

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       49 124 13人数 種目 リレー（13534）

男  子
ｱｻﾇﾏ ﾃﾂ         724浅沼　　徹  

ｲﾜﾊﾞｴ ｿｳﾍｲ    729岩生　壮平  

ｵｵﾂｶ ｴｲｷ        714大塚　永耀  

ｶﾒﾔ ﾊﾔﾄ         709亀谷　隼叶  

ｺﾀﾞｲﾗ ｽﾅｵ      711小平　　直  

ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ        727斉藤　丈瑠  

ｻｶｲ ｱｷﾅﾘ        723酒井　彬成  

ｻｸﾏ ﾀｹｼ         707佐久間雄士  

ｻｸﾏ ﾀﾂﾔ         706佐久間達也  

ｻｻﾓﾘ ﾀｲﾗ        726笹森　泰礼  

ｻﾀｹ ﾘﾝﾀﾛｳ      716佐竹倫太郎  

ﾅｶﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ    712永島　　楓  

ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ        725中村　瑛杜  

ﾊﾔｾ ｺｳｽｹ        719早瀬　公亮  

ﾌｸｼﾏ ﾊﾙﾄ        720福島　遥斗  

ﾌﾙｶﾜ ﾅｵｷ        708古川　直輝  

ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾀ        715本田　敬大  

ﾏｽｺ ﾕｳﾀ         717益子　裕太  

ﾐｶﾐ ﾕｳﾏ         718三上　優磨  

ﾐﾀ ﾏｻﾋﾛ         710三田　真敬  

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾙｷ      721皆川　晴輝  

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｶﾞ    713村上　稜芽  

ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ      722村山　将太  

ﾔｽｲ ﾀｹﾄ         728安井　健人  

女  子
ｱｵｷ ﾁｻｷ         740青木　智咲  

ｲｸｻﾜ ｶﾝﾅ        741生澤　柑奈  

ｲｹﾉ ｼｵﾝ         733池野　紫音  

ｲｼｲ ﾆｼﾞｶ        737石井　虹翔  

ｲｼﾓﾄ ﾐｶ         752石本　美夏  

ｲﾁｶﾜ ﾅﾉﾊ        748市川和乃羽  

ｲﾁｶﾜ ﾏﾅﾊ        739市川真奈羽  

ｲﾄｳ ｱｽﾞ         745伊藤　安津  

ｴﾊﾗ ｱｲﾉ         735江原　愛乃  

ｵｵｴ ﾓﾓｶ         743大江萌々香  

ｵﾀﾞ ﾎﾕﾐ         732小田歩柚実  

ｶﾐﾉｳ ｻﾔ         753神農　紗椰  

ｷﾑﾗ ﾎﾉｶ         742木村　心香  

ｻｻｷ ﾘｵ           754佐々木莉央  

ｻﾄｳ ｱﾔｶ         734佐藤　綾香  

ｻﾄｳ ﾅｷﾞｻ        746佐藤　　渚  

ｼﾗｲﾜ ﾕｷｱ        738白岩由妃愛  

ｽｽﾞｷ ﾘｺ         730鈴木　璃子  

ﾂﾁﾔ ｱｲ           747土屋　　愛  

ﾅｶﾀﾞ ﾕﾘｺ        749中田百合子  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｱ        750長谷川結愛  

ﾐｳﾗ ｱｲ           731三浦　亜依  

ﾐｶﾐ ﾏﾘﾝ         751三上　真凛  

ﾐﾔｷﾞ ﾅﾙﾐ        736宮城七琉海  

ﾜﾀﾞ ｻｸﾗ         744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

ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋   19 50 1人数 種目 リレー（13537）

男  子
ｶﾀﾀﾞ ﾀｲｾｲ      758堅田　泰生  

ｷｮｸ ｶｲｽﾞｲ      762曲　　海瑞  

ｼﾗﾆﾀ ｲｯｻ        761白仁田一颯  

ﾌｼﾞﾋﾗ ｼｭｳﾄ    760藤平　脩杜  

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾗ        759松本　陸良  

女  子
ｲｼｲ ﾏﾋﾛ         763石井　茉宏  

ｵｶｻﾞｷ ﾕｱ        769岡﨑　友愛  

ｷｸｶﾜ ｱﾝﾅ        774菊川　杏奈  

ｺﾏｷ ﾘｵﾝ         770小牧　璃音  

ｺﾝ ﾐｸ            767近　　美玖  

ｺﾝ ﾓﾓﾊ           772近　　桃羽  

ﾀｶｸ ﾘﾎ           771高久　莉歩  

ﾄﾀﾞ ｻｸﾗ         775戸田　咲空  

ﾅｶｼﾏ ｱﾐ         766中島　安望  

ﾅﾍﾞｼﾏ ﾓｶ        776鍋島　萌花  

ﾌｸﾀﾞ ﾐｵﾝ        773福田　美音  

ﾌｼﾞﾋﾗ ｶﾘﾝ      765藤平　夏鈴  

ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ      764舟久保七海  

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｻｷ      768柳原　　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

アクラブ稲城 24 66 3人数 種目 リレー（13539）

男  子
ｱﾗｲ ﾕｳﾀ         791荒井　悠太  

ｲｿﾅﾐ ﾀｹﾋﾄ      792磯波　勇仁  

ｲｿﾅﾐ ﾖｼﾋﾄ      796磯波　義仁  

ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ      793高橋　龍輝  

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ        797田中　翔太  

ﾏｾ ｶｽﾞﾋｻ        795間瀬　知尚  

ﾏﾙﾀﾆ ﾀｹﾙ        794丸谷　健流  

ﾔﾏｻﾞｷ ｽﾊﾞﾙ    798山﨑　昴瑠  

女  子
ｲｸﾀ ﾋﾄﾐ         807生田　　瞳  

ｲﾜｻｷ ﾅﾅﾊ        804岩崎　七葉  

ｳﾒｻﾞﾜ ﾐﾗﾉ      803梅沢未來乃  

ｵﾀｹ ﾉｿﾞﾐ        811小竹　　希  

ｶｷﾅｶ ﾋﾅ         805垣中　陽凪  

ｶﾜｲ ﾘﾘｺ         812河合凜利子  

ｷﾀｼﾞﾏ ｱｵｲ      806北嶋　蒼依  

ｽｽﾞｷ ﾉﾉｶ        813鈴木野乃香  

ｿﾒﾔ ﾕｳﾅ         810染矢　裕菜  

ﾁﾊﾞ ﾐｽｽﾞ        814千葉　美涼  

ﾈｷﾞｼ ﾏﾕ         802根岸　麻優  

ﾌｫｰﾘｰ ｶｴﾃﾞ    801フォーリー

ﾎﾝﾏ ｱﾝﾅ         809本間　杏奈  

ﾏｴｶﾜ ｺｺﾐ        799前川　心海  

ﾏﾂｳﾗ ｿﾅ         808松浦　颯南  

ﾓﾄﾔ ﾕﾘｺ         800元谷悠理子  

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

藤村ＳＳ       60 189 12人数 種目 リレー（13541）

男  子
ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾞｲ    840阿部　遼大  

ｲｶﾞ ｶｲｸ         833伊賀　快空  

ｲｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ        835井口　陽向  

ｲｹﾊﾀ ｹﾝﾄ        845池畑　絢翔  

ｲｼﾊﾗ ｶﾅﾄﾗ      842石原　奏虎  

ｶﾄｳ ﾄﾜ           846加藤　人和  

ｶﾄｳ ﾕｳﾜ         838加藤　優和  

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾀｶ    830神原　理孝  

ｸｽﾀﾞ ｾｲｼﾞ      836楠田　聖史  

ｸﾜﾊﾗ ｺｳｽｹ      839桑原　康輔  

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｸﾏ    844榊原　徳馬  

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ      828坂本　悠輔  

ｻﾜ ﾊﾙｷ           832澤　　陽貴  

ﾄｸﾄﾐ ｲﾂｷ        841徳富　一輝  

ﾅｶｶﾞﾜ ﾗｸｴｲ    834中川　楽栄  

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ        827橋本　裕大  

ﾋﾗﾓﾄ ﾀｲｷ        829平本　大輝  

ﾏﾌﾞﾁ ﾊﾙﾏ        837馬渕　遙馬  

ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｽｹ      831山内　雄介  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ      843山﨑　隼翔  

女  子
ｱｶﾘ ﾐｸ           848明里　美空  

ｱﾂﾐ ﾁﾎ           857渥美　千穂  

ｲｼﾀﾞ ｴｸ         865石田　笑紅  

ｳﾁﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ      851内田　初希  

ｶｼﾊﾗ ﾕｷﾉ        867樫原　雪乃  

ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ         866加藤　結音  

ｶﾜﾅ ﾏﾋﾛ         862川名　真央  

ｷｸﾁ ｺﾄﾘ         850菊地　琴梨  

ｸｽﾀﾞ ﾉｱ         870楠田　乃愛  

ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ        860楠田　夢乃  

ｸﾛﾀﾞ ﾓﾓｶ        854黒田　桃香  

ｺﾀﾞﾏ ｶﾘﾝ        876児玉　佳凛  

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗｺ    884小林　桜子  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾅ      858小林　史奈  

ｺﾋﾞﾔﾏ ﾗﾗ        880小檜山ララ  

ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ    856近藤ジュン  

ｻｶﾓﾄ ﾁｻ         864坂本　千紗  

ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｱ        874坂本昌哩杏  

ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ        868鈴木　伽望  

ｾﾀ ﾕｳﾅ           872瀬田　夕凪  

ﾀｶｵ ｶﾎ           885高尾　夏帆  

ﾀｹﾅｶ ﾏﾁ         877竹中　万智  

ﾀｹﾑﾗ ﾘﾝ         875竹村　俐音  

ﾄｸﾓﾄ ﾕｲｶ        869徳本　唯花  

ﾅｶﾒ ﾐｵ           873中目　　澪  

ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾅﾒ      882西島　叶芽  

ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅ         881橋本　夏奈  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾆｺ        863長谷川仁子  

ﾊﾀ ﾋﾅｺ           883秦　陽菜子  

ﾊﾗ ｻｸﾗ           879原　さくら  

ﾋﾛﾀ ﾕｲ           852廣田　結衣  

ﾌｼﾞﾀ ﾘｻ         886藤田　理紗  

ﾌﾅｷ ｶﾅ           849舩木　果南  

ﾌﾅｷ ﾘﾅ           847船木　里菜  

ﾌﾅﾓﾄ ﾁﾋﾛ        861船本　千尋  

ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ      855堀籠ひなた  

ﾏﾂｲ ｱﾐ           859松井　亜美  

ﾐﾔﾂﾁ ｼﾞｭﾉ      878宮土　珠乙  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖｳ      853山﨑　千瑶  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ        871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

Ｓｔｙｌｅ１ 35 71 1人数 種目 リレー（13542）

男  子
ｱｲｶﾜ ｱｷﾗ        895相川　　耀  

ｳﾂｴ ﾐﾂｷ         905打江　光希  

ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ    896大島健太郎  

ｵｵﾀﾆ ﾀｹﾊﾙ      901大谷　雄陽  

ｶﾜﾂﾞ ﾖｳﾀ        890河津　陽大  

ｸｻﾏ ﾕｳﾀﾞｲ      894草間　優空  

ｺｳﾀｹ ｼｭｳﾎ      903神武　秀歩  

ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ    902小島　大輔  

ﾀﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ      889田村　章悟  

ﾌﾙﾔ ﾘｸ           897古屋　璃空  

ﾌﾙﾔ ﾘｭｳｷ        888古屋　龍希  

ﾎｼﾉ ﾊﾙﾔ         891星野　晴哉  

ﾏｼｺ ﾔﾏﾄ         887益子　大和  

ﾏﾂﾅﾐ ﾀﾞｲｽｹ    899松波　大輔  

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ        898山田　大翔  

ﾔﾏﾈ ﾄﾓﾔ         904山根　智哉  

ﾕﾉﾒ ｶｽﾞｷ        893湯目　一樹  

ﾖｺﾔﾏ ﾃﾝﾏ        892横山　天馬  

ﾖﾀﾞ ﾄﾓﾔ         900依田　知也  

女  子
ｵｵｷ ﾅﾎ           913大木　菜穂  

ｸﾘﾔﾏ ｻﾔｶ        911栗山沙弥香  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ        919小林　千紗  

ｺﾏﾂ ﾁｻ           912小松　千櫻  

ｼﾓﾑﾗ ｾﾘｱ        920下村せりあ  

ｼﾗﾊｾ ﾅｵ         917白波瀬菜桜  

ｼﾗﾊｾ ﾋﾅ         914白波瀬陽菜  

ﾀｶｼﾏ ﾕｲ         918髙嶋　　結  

ﾀｶﾊｼ ﾗﾅ         908髙橋　来夏  

ﾀﾅｶ ｻｴ           909田中　沙衣  

ﾀﾆｵｶ ﾀﾏﾅ        916谷岡　珠奈  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾊﾙ      910中島　美晴  

ﾅﾝﾊﾞ ﾐｵﾘ        907難波　光織  

ﾆｼﾊﾞ ﾃﾝｺ        915西場　天子  

ﾔﾏﾀﾞ ｻｷ         906山田　早紀  

ﾔﾏﾈ ﾕｲ           921山根　結衣  

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 57 155 11人数 種目 リレー（13549）

男  子
ｱﾗｶﾈ ﾋﾅﾀ        965荒金　　陽  

ｱﾗｷ ｿｳﾀ         967荒木　颯太  

ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾄ        970市川　将大  

ｲﾉｳｴ ﾚﾝ         981井上　　蓮  

ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳ        960岩本　　翔  

ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ      974内田　翔太  

ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙ         957内田　　晴  

ｵｵﾀ ﾄﾗﾉｽｹ      973大田虎之介  

ｶﾉｺ ｼﾞｭﾝ        971鹿子　　純  

ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ    954斉藤　純也  

ｻｶﾏｷ ﾘｭｳｼﾞ    953酒巻　龍志  

ｻﾄｳ ｲｯｾｲ        978佐藤　壱星  

ｼﾝｸﾞｳ ｶｽﾞﾊ    959新宮　一葉  

ｼﾝｸﾞｳ ｺｳﾖｳ    962新宮　広葉  

ｼﾞﾝﾉ ｺｳｷ        976神野　孝城  

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾀｶ      958鈴木　智貴  

ｿﾉﾀ ｼｭｳｾｲ      961其田　宗惺  

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ      979髙橋　大明  

ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ      956竹鼻　涼太  

ﾀﾅｶ ﾋﾛ           977田中　陽路  

ﾄｰﾀ ｱｼｭｳｨﾝ    972ﾄｰﾀｱｼｭｳｨﾝ   

ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝﾄ    955永井　純斗  

ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳﾄ      985永井　遼斗  

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲﾄ      969永山　大翔  

ﾆｯﾀ ｼﾝｺﾞ        963新田　慎吾  

ﾊｸｻﾞﾜ ﾄﾓﾏｻ    982白澤　智将  

ﾊﾔﾐ ｿｳﾀ         964速水　颯太  

ﾌｼﾞﾊﾗ ｻﾄｲ      952藤原　　慧  

ﾎﾝﾏ ﾕｷﾔ         968本間　敬也  

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｷ        966前田　晴輝  

ﾔｻﾞｷ ｶｵﾙ        980矢﨑　　薫  

ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾄ      984山賀　一仁  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｶｲ    983渡邊　真海  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ      975渡邉　創太  

女  子
ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ         988有川　萌結  

ｲｼｲ ﾕﾒ           1001石井　優芽  

ｵｵｼﾏ ﾐﾅ         994大島　美那  

ｵｸﾞﾗ ﾐｵ         990小倉　未央  

ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾕ        987小野寺愛結  

ｶﾙﾍﾞ ｱｲﾐ        1007軽部　愛望  

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐｻｷ      1005川端美沙毅  

ｺｻｶﾍﾞ ﾅﾂｷ      998小坂辺夏希  

ｻﾜﾀﾞｲｼ ﾋﾏﾘ    1004沢田石陽莉  

ｼﾏﾑﾗ ﾐﾊﾅ        997島村　実花  

ｼﾓｼﾞ ﾄｱ         1002下地　十愛  

ﾀｻﾞｷ ﾕｳｶ        1003田崎　由佳  

ﾂﾂﾐ ﾊﾙｶ         1006堤　　美翔  

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ         995中村　美結  

ﾊﾔﾐ ｶﾚﾝ         999速水　楓恋  

ﾋﾛｾ ﾐﾕ           1000廣瀬　美柚  

ﾎｼﾉ ｷﾐｶ         996星野　公伽  

ﾏｻｷ ﾂｶｻ         992正木つかさ  

ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾅ        993松崎　はな  

ﾑｶｲ ﾕｴ           991向井　結愛  

ﾔﾅｷﾞ ｷｵ         1008柳　　輝於  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ      986山口　美咲  

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ        989山本有希子  

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

三菱養和ＳＳ 51 154 4人数 種目 リレー（13552）

男  子
ｱﾏｶﾞｻｷ ｳﾘｭｳ   1023尼ヶ崎羽龍  

ｲｲﾀﾞ ｱﾂｷ        1039飯田　敦己  

ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｷ      1024井上　舜喜  

ｴﾉﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ    1048榎本愼之助  

ｵｵﾊｼ ﾐﾅｷﾞ      1046大橋　海凪  

ｶｷﾐ ﾀｹﾙ         1037垣見　　尊  

ｶｻｲ ｹﾝｼﾝ        1050笠井　健臣  

ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｺﾞ   1027熊谷　修吾  

ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀ        1029栗原　健太  

ｸﾛﾇﾏ ﾘｮｳﾀ      1025黒沼　良太  

ｺﾒﾀﾆ ｼﾞｭﾝ      1047込谷　　純  

ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ        1030佐藤　洋輔  

ｼﾗﾔﾏ ｻﾄｼ        1034白山　惺之  

ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳ      1049鈴木　丈央  

ｾｷﾈ ﾀｸﾄ         1026関根　拓人  

ｿﾒﾉ ﾕｳｷ         1044染野　侑希  

ﾀｶｵ ｱﾝﾘ         1032髙尾　彬理  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ   1035中島　大悟  

ﾊﾏﾅ ﾘｮｳｽｹ      1045濱名　涼介  

ﾍﾝﾐ ﾀｲﾁ         1038逸見　太一  

ﾎﾘﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ   1031堀本聖一郎  

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｷ      1043松澤　勇輝  

ﾐﾈｷﾞｼ ｼｭﾝｽｹ   1040峯岸　俊輔  

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ    1033宮崎　健吾  

ﾓﾘﾀ ﾘｭｳｷ        1042森田　琉暉  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ    1028山口　遼大  

ﾔﾏﾓﾄ ｷﾘ         1036山本　暉莉  

ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ         1022吉田　冬優  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ      1041渡邊　陽仁  

女  子
ｵｶｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ      1061岡沢優里奈  

ｵｶﾀﾞ ﾓﾐｼﾞ      1065岡田　紅葉  

ｶﾀﾀﾞ ﾁﾋﾛ        1059堅田　千紘  

ｶﾜﾀﾞ ﾕﾘｺ        1069川田ゆり子  

ｷｸﾁ ﾊﾙ           1055菊池　　晴  

ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ      1052木崎　京香  

ｷｻﾞｷ ﾘｮｳｺ      1058木崎　涼子  

ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ        1054木津喜一花  

ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ      1051小林　　麗  

ｼﾏﾀﾞ ｱｵ         1068島田　葵央  

ｼﾐｽﾞ ｺｺﾛ        1067清水こころ  

ｼﾗｶﾜ ﾕｲ         1066白川　優衣  

ﾀｶｷﾞ ｴﾘｶ        1070髙木えりか  

ﾁﾊﾞ ﾏﾋﾙ         1063千葉まひる  

ﾅﾙﾐ ｻﾅ           1062成海　幸波  

ﾊｷﾞﾉ ﾊﾙﾋ        1071萩野　遥陽  

ﾊﾔｼ ｱｶﾘ         1072林　明香里  

ﾌﾅｺｼ ｻﾔ         1053船越　彩椰  

ﾎﾘ ｱｷﾅ           1056堀　　晶那  

ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾁﾙ        1064宮本　迪瑠  

ﾑﾗﾏﾂ ｱｲﾘ        1060村松　愛梨  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅﾀ      1057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 41 97 1人数 種目 リレー（13555）

男  子
ｱｷﾅｶﾞ ﾕｳﾀ      1102秋永　悠太  

ｱｻﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ    1096浅見龍之介  

ｲﾏｻﾞﾄ ﾃﾙｷ      1095今里　晴己  

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ   1093川口　竜成  

ｷﾑﾗ ﾙｲ           1104木村　　塁  

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ        1103斎藤　晴希  

ｻﾄｳ ｼﾕｳ         1097佐藤　汐優  

ｻﾄｳ ﾋﾕｳ         1098佐藤　向優  

ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ      1090鈴木　雄策  

ﾀｶｽ ｹﾝﾀ         1108高巣　健太  

ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ    1094土田慎之介  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ    1091中島　大征  

ﾅｶﾞｼﾏ ﾜﾀﾙ      1105永島　　航  

ﾊｼﾓﾄ ﾋｭｳﾏ      1109橋本飛海真  

ﾋﾛｻﾜ ﾚｵ         1100廣澤　伶於  

ﾐﾔｺｼ ｶｲ         1107宮越　　海  

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ      1092山田　晃誠  

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ        1099山田　悠生  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ      1106渡辺　迅音  

ﾜﾀﾘｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ    1101渡口　颯人  

女  子
ｲｼｶﾞｷ ｴﾅ        1125石垣　瑛菜  

ｲﾄｳ ｷｮｳｶ        1110伊藤　杏夏  

ｲﾄｳ ﾓﾓｶ         1126伊藤　李夏  

ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ         1111小川　萌々  

ｸｷﾀ ﾘｺ           1112久木田莉子  

ｸﾘﾊﾗ ﾕﾘﾝ        1116栗原　優凛  

ｻｲﾄｳ ﾕﾅ         1118齊藤　有那  

ｻｷﾔﾏ ﾕﾘﾅ        1128崎山友莉菜  

ｻﾜｻﾞｷ ﾏﾜ        1121澤崎　真和  

ｽﾄｳ ﾊﾅ           1122須藤　　花  

ﾀｶｲｼ ﾏｵ         1114高石　茉於  

ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ        1115髙橋なつ美  

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ         1117髙橋　実結  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲｶ      1124中島　苺華  

ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ         1119橋本　真衣  

ﾌﾅﾊﾞｼ ｴﾏ        1127船橋　恵麻  

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｺ         1130松本　璃子  

ﾐﾅｲ ﾘﾝ           1123薬袋　　凛  

ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐ         1129山田　芙実  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ        1120渡辺　真央  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ      1113渡邉　友香  

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

ﾙﾈｻﾝｽ亀戸      53 169 14人数 種目 リレー（13560）

男  子
ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂｷ        1177安達　夏輝  

ｲｼｲ ﾀｹﾋﾛ        1168石井　健大  

ｲﾜｾ ﾕｳｾｲ        1172岩瀬　侑晟  

ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ    1170岡田　凌平  

ｺｳﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ    1188河野　駿平  

ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ      1165齋藤　慶介  

ｻｸﾗｲ ﾘｸ         1186櫻井　　陸  

ｼﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｷ      1176篠田　大輝  

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ        1181鈴木　悠斗  

ﾀｼﾛ ﾘﾂ           1173田代　　立  

ﾀﾑﾗ ﾄｳﾏ         1174田村斗佑真  

ﾂﾈﾐ ｼｮｳﾀ        1182常見　昇汰  

ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ      1178中村　彦太  

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ        1167中村　匡希  

ﾆｼﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ    1169西松　寛和  

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ        1185原田　拓海  

ﾋｻﾏﾂ ﾘｭｳﾄ      1187久松　立門  

ﾎﾘﾍﾞ ｹｲｽｹ      1184堀部　佳佑  

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾘｮｳｾｲ   1179南澤　稜星  

ﾐﾔﾉﾊﾗ ﾌｳｶﾞ    1183宮之原風雅

ﾔｷﾞ ﾐｽﾞｷ        1171八木　瑞樹  

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ   1175柳田　政宗  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ      1189山口　泰生  

ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲｵ        1166山田　頼旺  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾄ    1180渡辺　龍斗  

女  子
ｱﾍﾞ ｺｺﾅ         1191阿部　恋奈  

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ      1194飯島　夕貴  

ｲｿﾑﾗ ﾏｵ         1215磯村　真央  

ｲﾄｳ ｻｴｺ         1199伊藤冴江子  

ｵｶ ﾐｳ            1203岡　　美憂  

ｶﾅｻﾞﾜ ｼｵﾘ      1214金澤　汐里  

ｸﾏｶﾞﾔ ﾅﾂｷ      1197熊谷奈津季  

ｸﾛｽ ｱﾔﾒ         1209黒須あやめ  

ｺｲｽﾞﾐ ﾅｺ        1210小泉　奈瑚  

ｺｳﾉ ﾒｸﾞ         1204河野　めぐ  

ｺﾝﾉ ﾊﾙﾋ         1193今野　遥陽  

ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ         1190今野凜々香  

ｽｽﾞｷ ﾏｵ         1192鈴木　麻央  

ﾀｶｷﾞ ﾅﾅﾐ        1211髙木　七海  

ﾀﾑﾗ ﾏﾕ           1200田村　真優  

ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ        1195徳永　結夢  

ﾅｶﾀﾆ ﾋﾖﾘ        1201中谷　陽莉  

ﾆｼﾏﾂ ｱｷ         1208西松　明希  

ﾊﾔｼ ﾎﾅﾐ         1212林　保菜美  

ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ         1198林　真由美  

ﾌｼﾞﾀ ﾅﾅｺ        1216藤田菜々子  

ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾐ        1202堀川　愛未  

ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ        1217松本　　葵  

ﾏﾂﾓﾄ ｻﾅ         1213松本　紗奈  

ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ         1196宮本　佳奈  

ﾔﾅｾ ｻﾗ           1206柳瀬　紗良  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾔﾋﾞ    1205山嵜　　雅  

ﾖｼｵｶ ｻｷ         1207吉岡　彩希  

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 18 52 4人数 種目 リレー（13564）

男  子
ｱｶｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ    1227赤澤　大雅  

ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ         1225阿部　隼大  

ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ    1226飯塚　佳成  

ｸﾗﾊｼ ﾗｲｺﾞ      1224倉橋　礼悟  

ﾑﾄｳ ﾊﾙｶ         1228武藤　　空  

女  子
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾙﾘ        1231内堀　瑠璃  

ｵｶｻﾞｷ ﾘｵ        1230岡崎　理桜  

ｵｸﾞﾗ ｱｲｶ        1232小倉　愛加  

ｶｼﾞｶﾜ ｾｲﾗ      1240梶川　清空  

ｶｼﾞｶﾜ ﾏﾘﾝ      1235梶川　真倫  

ｷﾀﾔﾏ ﾚｲ         1241北山　れい  

ｺｲｹ ﾘﾎ           1239小池　凜帆  

ｺﾓﾀﾞ ｷｺ         1238小茂田季瑚  

ｼｹﾞﾉ ﾋﾅｺ        1237重野日向子  

ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ        1234鈴木　桜咲  

ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ         1236中村　果歩  

ﾋｸﾞﾁ ｱﾔｶ        1229樋口　綾華  

ﾖｺﾔﾏ ｱｲｺ        1233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       17 53 2人数 種目 リレー（13565）

男  子
ｲｶﾞ ﾕｳﾋﾛ        1242伊賀　悠洋  

ｶﾐｵ ｾﾅ           1249神尾　星成  

ｼﾗｾ ﾕｳｾｲ        1246白勢　優成  

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾄ      1248中村　琉音  

ﾊﾅｲ ﾕｳﾄ         1245花井　優斗  

ﾏｽﾀﾞ ﾊｸﾄ        1247増田　博仁  

ﾐﾅｶﾞﾜ ｸｳﾄ      1244皆川　空斗  

ﾜｻﾞﾜ ｼﾞｮｳ      1243和澤　　情  

女  子
ｵﾉﾀﾞ ﾋﾅﾀ        1258小野田　陽  

ｾｷｸﾞﾁ ｱｲﾗ      1254関口　礼來  

ﾀｶﾈ ﾕｳ           1253高根　　優  

ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ      1257高橋　心月  

ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾅ        1252高橋　心花  

ﾃｼﾏ ﾁﾋﾛ         1255手島　千尋  

ﾃｼﾏ ﾎﾉｶ         1251手島　穂夏  

ﾏｽﾀﾞ ﾘﾝ         1250増田　　倫  

ﾓﾓｲ ﾕｲｶ         1256百井　結香  

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

マリン西新井 49 135 8人数 種目 リレー（13573）

男  子
ｲｲｼﾞﾏ ﾐｷﾅﾘ    1348飯島充喜成  

ｲｲｼﾞﾏ ﾐｷﾉﾌﾞ   1337飯島充喜伸  

ｲｼﾀﾞ ﾋｻﾄ        1349石田　久士  

ｲｼﾅﾍﾞ ｺｳﾉｽｹ   1338石鍋光之介  

ｲｼﾅﾍﾞ ﾕｳﾉｽｹ   1347石鍋侑之介  

ｳﾁﾀﾞ ﾗｲ         1343内田　来輝  

ｵｵﾂｶ ｺｳﾀ        1346大塚　滉太  

ｵｶﾔｽ ﾘｮｳｾｲ    1350岡安　凌青  

ｵｻﾀﾞ ﾐｷｵ        1325長田　樹雄  

ｶﾄｳ ﾕｳｾｲ        1345加藤　祐晟  

ｶﾜｲ ｺﾀﾛｳ        1334川井鼓太郎  

ｶﾜｸﾞﾁ ﾌｳｺﾞ    1329川口　楓瑚  

ｷｸｶﾜ ｱﾗﾀ        1339菊川　新太  

ｷｸｶﾜ ｺｳﾀ        1332菊川　滉太  

ｷﾘﾔﾏ ﾏｷ         1333桐山　真葵  

ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ        1328小山　智弘  

ｻｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ    1336齋藤慎之介  

ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ      1353斉藤　大河  

ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾗ      1344坂本　樹良  

ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳｷ    1326下城　航輝  

ﾀｶﾊｼ ﾘｸ         1335髙橋　利駆  

ﾀﾅｶ ｺﾄﾔ         1331田中　詞也  

ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ         1351田中佑由翔  

ﾊﾈﾀﾞ ｱﾝｺﾞ      1354羽田　安吾  

ﾊﾏﾃﾞ ｲｸﾐ        1342濱出　郁海  

ﾊﾏﾃﾞ ｻｸﾔ        1330濱出　咲哉  

ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳﾖｳ    1352藤巻　煌洋  

ﾎｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ    1341保坂瞭太朗  

ﾖｼｵｶ ﾚﾝ         1327吉岡　　怜  

ﾜﾘｶﾀ ｿｳﾔ        1340割方　宗弥  

女  子
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾘｻ      1373遠藤　有咲  

ｶｼﾜｻﾞｷ ﾌｳｶ    1355柏﨑　楓花  

ｶﾘﾍﾞ ｶﾚﾝ        1365苅部　樺恋  

ｶﾜﾆｼ ｻｴ         1372川西　咲依  

ｸｻﾐﾁ ﾘｻｺ        1370草道梨紗子  

ｸﾎﾞ ﾅﾂﾐ         1356久保　夏海  

ｻｲﾄｳ ﾋﾅ         1363齋藤　日菜  

ｻｶﾓﾄ ﾒｲｶ        1357坂本　芽夏  

ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ         1360柴田　　結  

ｼﾊﾞﾀ ﾙｲ         1364柴田　　瑠  

ﾀｹｺｼ ﾓﾓｺ        1361武腰　桃子  

ﾀﾅｶ ｾｲｺ         1359田中　聖子  

ﾂｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾉﾘｶ   1367津金澤知佳  

ﾂｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ   1358津金澤未知  

ﾂﾅｷﾞ ﾕｱ         1362繋　　結杏  

ﾂﾙﾋｻ ﾓｱ         1368鶴久　桃亜  

ﾊﾏﾓﾄ ｱｲ         1369濵本　　愛  

ﾓｷﾞ ﾐﾅﾐ         1366茂木みなみ  

ﾜﾘｶﾀ ﾕｲﾅ        1371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

ﾒｶﾞﾛｽ八王子   35 99 6人数 種目 リレー（13580）

男  子
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲｾｲ    1419安藤　佳生  

ｳﾒﾀﾞ ﾚｲ         1425梅田　　零  

ｶﾄﾞｸﾗ ｴｲｽ      1426門倉　英鈴  

ｺｼﾞﾏ ﾉﾝﾀ        1424小嶋　暖大  

ﾀｹｲ ｳﾂﾞｷ        1420武井　羽槻  

ﾊｯﾄﾘ ﾋﾅﾀ        1422服部　陽向  

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀ        1423樋口　祐太  

ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾏ        1416前原　優真  

ﾔｷﾞ ﾊﾙｷ         1418八木　春輝  

ﾔﾏｳﾁ ﾄｵﾙ        1417山内　　透  

ﾔﾏﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ    1415山田虎次郎  

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼﾞﾛｳ   1421山田泰次郎  

女  子
ｱﾗｲ ﾅﾅ           1442新居　那菜  

ｵｵｲｼ ﾅｵ         1449大石　菜桜  

ｶﾅｳﾁ ｽﾐﾚ        1446金内　澄玲  

ｷｼ ﾏｽﾐ           1448岸　　真澄  

ｻｶｸﾗ ｶﾅﾐ        1434坂倉　花南  

ｽｽﾞｷ ﾕｲ         1427鈴木　由依  

ｽｽﾞｷ ﾘｻ         1436鈴木　理彩  

ｾｷﾈ ﾕｳ           1435関根　　優  

ﾀｹｲ ﾓﾓﾅ         1445武井　桃菜  

ﾁﾊﾞ ｶｽﾐ         1430千葉　香澄  

ﾂﾎﾞｲ ｱﾐ         1439坪井　亜美  

ﾂﾎﾞｲ ﾐｸ         1444坪井　美空  

ﾄﾐｲ ﾊﾙｶ         1431富井　晴香  

ﾅｲﾄｳ ﾅﾂﾈ        1433内藤　夏空  

ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｷ        1443西村　美咲  

ﾈｷﾞｼ ﾕｳｷ        1438根岸　優希  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾎ        1447長谷川莉帆  

ﾌﾙｶﾜ ｶﾅﾎ        1428古川果菜歩  

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｶﾘ      1441水谷　朱璃

ﾐｽﾞﾀﾆ ｲﾛﾊ      1429水谷　彩葉  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ      1437山﨑ひなた  

ﾔﾏﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ      1432山田　　聖  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ        1440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

コナミ船堀    30 86 6人数 種目 リレー（13581）

男  子
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｳﾀ    1456宇田川裕太  

ｽｶﾞ ﾕｳｷ         1454須賀　勇毅  

ﾀｹｳﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ    1457竹内凛太朗  

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ      1455濵口　大翔  

ﾏﾂｼﾀ ﾋｶﾙ        1458松下　　煌  

ﾏﾂﾓﾄ ｹｲ         1450松本　　慶  

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ      1453宮﨑　　瞭  

ﾐﾔﾉ ﾙｶ           1451宮野　流嘉  

ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾛｳ      1452森田光志郎  

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ        1459吉田　悠李  

女  子
ｵｵｷ ﾕﾅ           1467大木　優奈  

ｵｵｷ ﾕﾘ           1476大木　優里  

ｵｵﾉ ﾏﾕｺ         1468大野真結子  

ｵｵﾊｼ ﾐｵ         1473大橋　みお  

ｵｷﾞｼﾏ ﾕﾗ        1469荻島　柚良  

ｶﾜﾓﾄ ｱﾔﾉ        1478川本　彩乃  

ｻｸﾏ ﾚｲ           1477佐久間　怜  

ｻﾄｳ ｶﾉﾝ         1461佐藤　花音  

ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｺ      1474菅原　優子  

ｽｽﾞｷ ｻﾅ         1471鈴木　紗菜  

ｽｽﾞｷ ﾘｵ         1465鈴木　莉桜  

ﾀｶｷﾞ ﾘｵ         1470髙木　梨央  

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾜｶ        1463富澤　和香  

ﾉｶﾞﾐ ｶﾚﾝ        1464野上　華蓮  

ﾌﾀｲｼ ﾐﾗ         1472二石　未羅  

ﾐｶﾐ ｻｷ           1475三上　咲希  

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ        1462山﨑　理央  

ﾖｼﾀﾞ ﾘﾅ         1466吉田　梨夏  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ      1479渡邊　彩夏  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ      1460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      26 58 8人数 種目 リレー（13582）

男  子
ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ      1482石橋　　諒  

ｵｵｼﾏ ﾀｽｸ        1494大島　　佑  

ｷﾊﾗ ｺｳﾀ         1487木原　洸太  

ｸﾗﾓﾁ ｱｵﾊﾞ      1486倉持　碧巴  

ｻﾄｳ ｱｵｲ         1485佐藤　蒼依  

ｻﾄｳ ｶｲﾘ         1491佐藤　海吏  

ｽｶﾞ ﾃｯﾍﾟｲ      1489菅　　哲平  

ﾌｸﾀﾞ ﾅｲﾄ        1483福田　乃斗  

ﾌｼﾞｲｴ ｾｲ        1481藤家　生大  

ﾓﾁﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ   1493持田駿太朗  

ﾓﾘﾔﾏ ｺｳ         1492森山　　虹  

ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗ         1488森山　　昊  

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ        1480山本　大輝  

ﾕｳｷ ﾘｱﾝ         1490結城　吏晏  

ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳﾀ    1484吉永　琉汰  

女  子
ｷﾊﾗ ｼﾞｭｲ        1503木原　授衣  

ｷﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ        1497木原　悠月  

ﾀﾆ ｺﾄﾐ           1496谷　ことみ  

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋｶﾘ      1504谷口ひかり  

ﾄｸﾅｶﾞ ﾘﾉ        1502徳永　莉乃  

ﾅｶｸｷ ﾐﾅﾐ        1495中茎　実南  

ﾌｸﾀﾞ ﾃｨﾅ        1500福田ティナ  

ﾌｼﾞｲｴ ｷｲ        1498藤家　季生  

ﾌｼﾞﾉ ｶﾅﾐ        1499藤野　叶実  

ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵ         1501松村　　尚  

ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ      1505吉田　梛沙  

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

ｲﾄﾏﾝ上石神井 34 64 1人数 種目 リレー（13584）

男  子
ｲｼﾊﾞｼ ﾃﾙﾔ      1514石橋　輝也  

ｲﾓｶﾜ ｼｮｳﾀ      1519芋川　翔太  

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ    1529岡林　直生  

ｶﾈﾐﾂ ｺｳｷ        1526金光　孝樹  

ｶﾈﾐﾂ ｼﾝｷ        1527金光　信樹  

ｷﾑﾗ ﾀｽｸ         1510木村　　佑  

ｹﾞﾎｳ ﾕｳｷ        1511下方　勇輝  

ｻﾄｳ ｶｲﾄ         1525佐藤　快斗  

ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙｷ        1513渋谷　　開  

ｽｷﾞﾊﾗ ｲｯｾｲ    1518杉原　一成  

ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ        1517鈴木　獅音  

ﾀﾂﾉ ｾﾗ           1520辰野　世楽  

ﾀﾝｻﾞﾜ ﾀｹｼ      1512丹澤　　健  

ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ         1524土屋　海翔  

ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙﾋﾛ      1530豊田　温大  

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾀｶ      1516中山　三鳳  

ﾆｼ ﾊﾔﾄ           1522西　　勇人  

ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ      1515三浦健太郎  

ﾑﾗﾀ ｾﾞﾝ         1523村田　　然  

ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝ        1528保田　　駿  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ      1521渡辺　優音  

女  子
ｲﾄｳ ｱﾔﾈ         1536伊藤　彩音  

ｵｵｻﾜ ｱｲｺ        1540大澤　愛子  

ｵｵﾎﾘ ﾊﾙﾋ        1531大堀　春陽  

ｶﾀｵｶ ﾐﾉﾘ        1535片岡実乃里  

ｷﾑﾗ ｻｷ           1542木村　瑳希  

ｻｸﾗｲ ﾊﾅ         1537櫻井　晴菜  

ｻｼﾞ ｱｶﾈ         1533佐治　茜音  

ﾀﾞｲｵ ﾓﾓｶ        1541大尾　百花  

ﾀﾑﾗ ﾓﾓ           1534田村　もも  

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ         1538中村　美柚  

ﾊﾞﾊﾞ ﾏｱﾔ        1543馬場　麻綾  

ﾌﾙﾀﾆ ﾅｵ         1539古谷　菜緒  

ﾏｴﾉ ﾋﾅﾀ         1532前野　陽向  

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      29 76 10人数 種目 リレー（13587）

男  子
ｲﾄｳ ｼﾝﾔ         1560伊藤　真也  

ｲﾏﾂﾞ ﾏｻﾄ        1554今津　雅翔  

ｵｵﾀｹ ﾂﾊﾞｻ      1544大竹　　翼  

ｶﾜｼﾏ ｱｻﾋ        1548川島　朝陽  

ｷｸﾁ ﾀｲｽｹ        1553菊地　泰輔  

ｼｸﾞﾛ ｴｲｼﾞ      1546仕黒　詠士  

ｼﾀﾞ ｱﾗﾀ         1561志太　　新  

ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 1557柴田渉一朗  

ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ      1556鈴木　大成  

ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ        1549鈴木　晴登  

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ        1545高橋　優斗  

ﾂｶﾊﾗ ﾄﾓｱｷ      1555塚原　智明  

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ        1547中嶌　理貴  

ﾆｲﾇﾏ ｼｳ         1558新沼　志生  

ﾆﾀ ﾚﾝﾄ           1559二田　蓮士  

ﾉﾑﾗ ｺｳｽｹ        1552野村　昊佑  

ﾌｸﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ    1550福原慎之介  

ﾏﾂｵ ﾙｱ           1551松尾　琉亜  

女  子
ｱｷﾔﾏ ﾐｸ         1563秋山　未来  

ｲｼｻﾞｶ ﾙﾅ        1571石坂　琉奈  

ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ         1569伊藤　千夏  

ｵｸﾞﾗ ｺｺ         1564小倉　湖子  

ｻｶｲ ｻﾂｷ         1566酒井　咲月  

ｻﾄｳ ﾏｱﾔ         1565佐藤　茉彩  

ﾉｾ ﾐﾂﾞｷ         1562野瀬　美月  

ﾎｼﾅ ｱｲﾘ         1568保科　和李  

ﾏｷﾉ ﾅﾅﾐ         1572牧野　七海  

ﾏｷﾉ ﾊﾙﾅ         1567牧野　陽菜  

ﾑﾄｳ ﾍﾞﾆｵ        1570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    24 51 1人数 種目 リレー（13588）

男  子
ｱﾍﾞ ﾌﾐﾕｷ        1574阿部　文志  

ｲﾁﾉｾ ﾈｵ         1580一ノ瀬禰央  

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｷ        1581窪田　悠希  

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾖｼ    1577近藤　貴允  

ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ         1583田中　悠翔  

ﾄｵﾔﾏ ｱﾕﾑ        1575遠山　歩夢  

ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾀｶ      1578中西　晏琢  

ﾉﾅｶ ﾏｻﾙ         1576野中　　勝  

ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ        1573福田　　樹  

ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ        1579福田　　椋  

ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ    1582山崎　翔太  

女  子
ｱﾍﾞ ﾎﾉｶ         1590阿部　穂花  

ｲｹﾀﾞ ﾐﾜ         1587池田　美和  

ｲﾀｻﾞﾜ ﾘﾒ        1589板澤　凜芽  

ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ        1595井上ゆうき  

ｶﾄｳ ﾐｶ           1586加藤　実佳  

ｸﾘﾊﾗ ｺﾊﾙ        1584栗原　小晴  

ｸﾘﾊﾗ ｺﾖﾘ        1592栗原　小和  

ｻﾄｳ ﾚﾅ           1596佐藤　礼奈  

ｿｴﾉ ﾜｶﾅ         1585添野　羽奏  

ﾏﾉ ｶｴﾃﾞ         1593真野　　楓  

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾅ         1591山田　咲那  

ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ        1594山本　和奏  

ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾗ        1588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

ＳＷＩＦＴ    16 52 2人数 種目 リレー（13589）

男  子
ｲｶﾞﾗｼ ｶｲﾗ      1600五十嵐海良  

ｳｴﾉ ｴｲﾉｽｹ      1602上野詠ノ介  

ｶﾅｶ ｿｳﾀ         1598鹿中　蒼太  

ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ    1601杉山　巧一  

ﾀｶﾔﾏ ｺｳ         1599髙山　　凰  

ﾀｶﾔﾏ ﾚﾝ         1597髙山　　蓮  

女  子
ｲｼｲ ﾉｿﾞﾐ        1612石井　希実  

ｲﾄｳ ﾐｱ           1611伊東　未亜  

ｶﾜﾉ ﾐｶ           1610河野　美佳  

ｽﾔﾏ ｽﾐﾚ         1608須山　菫礼  

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｱ        1609高橋　佑亜  

ﾅｶﾉ ﾋﾖﾘ         1605中野　日和  

ﾊｯﾄﾘ ｱｵｲ        1603服部　　葵  

ﾌｾ ｶｽﾐ           1604布施　果純  

ﾌﾙﾀﾞﾃ ｱｺ        1606古舘　葵瑚  

ﾐﾈｷﾞｼ ｶｺ        1607峰岸　佳子  

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

ｾﾝﾄﾗﾙ成城      19 46 3人数 種目 リレー（13600）

男  子
ｱﾏﾘ ﾀｲｶﾞ        1677甘利　泰雅  

ｲﾜｷ ﾀｹﾋﾛ        1672岩城　雄丈  

ｵｵｼﾏ ﾄｳｲ        1670大島　統偉  

ｵｵﾂ ｹｲﾀ         1680大津　慶太  

ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾙ      1681熊谷　武尊  

ｸﾏｶﾞｲ ﾆｼﾞﾏﾙ   1676熊谷　虹丸  

ﾀｶｷﾞ ｷｮｳ        1679髙木　　京  

ﾀﾑﾗ ﾀｲｼ         1678田村　泰嗣  

ﾅｶﾃﾞ ｹｲｽｹ      1673中出　恵資  

ﾅﾘﾀ ﾕｳｷ         1675成田　優樹  

ﾆｼﾏｴ ﾀﾂｷ        1674西前　達喜  

ﾊｯﾄﾘ ｱｵｲ        1671服部　　碧  

ﾔﾅｷﾞﾊｼ ｹｲﾀ    1669柳橋　啓汰  

女  子
ｶﾄｳ ﾘｺ           1687加藤　璃子  

ｸﾇｷﾞ ｻｺ         1682功刀　沙子  

ｻｸﾗｲ ﾅﾉ         1686櫻井　菜乃  

ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾅ        1684中西　裕愛  

ﾅﾘﾀ ｺﾉﾐ         1685成田このみ  

ﾊﾀﾞ ﾋｶﾘ         1683羽田　光里  

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

新代田ＳＳ    30 87 3人数 種目 リレー（13602）

男  子
ｱﾗｶﾜ ｺｳﾀ        1691荒川　航汰  

ｱﾗｶﾜ ｼﾝﾔ        1698荒川　晋弥  

ｲﾅﾊﾞ ﾀｲﾖｳ      1701稲葉　大洋  

ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ        1695遠藤　琉生  

ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀﾛｳ    1694小川壮太朗  

ｼﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ        1700篠原　将人  

ﾀｶﾀﾞ ﾅﾂ         1699髙田　夏都  

ﾄﾐﾅｶ ｼﾝｻｸ      1702富中　芯咲  

ﾊﾞﾊﾞ ｿｳﾀﾛｳ    1688馬場創太郎  

ﾌｼﾞｲ ｾｲﾀ        1697藤井　晴太  

ﾎｿｶﾜ ﾕｳｶﾞ      1696細川　悠雅  

ﾐﾜ ﾊﾔﾄ           1689三輪　颯人  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ    1693山口　大耀  

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ        1692山田　悠貴  

ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｽｹ      1703吉田　泰祐  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ      1690渡邊　　凌  

女  子
ｱﾗｲ ﾘｴ           1706新井　里英  

ｱﾗｶﾜ ｸﾙﾐ        1713荒川くるみ  

ｲﾉｳｴ ｻｴ         1705井上　咲瑛  

ｲﾊﾞﾔｼ ﾏｿﾗ      1712伊林　茉空  

ｳﾒｻﾞｷ ｲｸｺ      1709梅崎　郁子  

ｵｵﾀｹ ﾙﾅ         1711大竹　瑠奈  

ｶﾈｺ ﾋｶﾙ         1716金子ひかる  

ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ         1704金子ひなた  

ｻﾄｳ ｳﾀｺ         1715佐藤　詩子  

ｼﾉﾊﾗ ﾘﾅ         1717篠原　里菜  

ﾀｹﾑﾗ ﾘﾝ         1714竹村　　凜  

ﾏｻﾄﾐ ﾕｳｶ        1710正富　優佳  

ﾔｷﾞｼﾀ ﾁｻ        1708柳下　智咲  

ﾔｽｵｶ ﾊﾅ         1707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 16 31 1人数 種目 リレー（13603）

男  子
ｲﾏﾆｼ ｹﾝﾄ        1719今西　健斗  

ｵｵﾓﾘ ｴｲﾀ        1722大森　瑛太  

ﾋﾗﾓﾄ ﾀｲｷ        1723平本　大己  

ﾑﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ      1720村山　大雅  

ﾔﾌﾞ ﾊﾙﾄ         1718藪　　大翔  

ﾖｼｵｶ ﾕｳ         1721吉岡　侑生  

女  子
ｲｸﾞﾁ ﾕﾏ         1729井口　友茉  

ｵｶﾀﾞ ｶﾝﾅ        1731岡田　栞奈  

ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ        1724小原　天寧  

ｶﾜﾀ ｱｻﾋ         1732川田あさひ  

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋｶﾘ      1728川畑ひかり  

ｸﾘﾀ ﾐﾕ           1725栗田　心紬  

ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙ         1730澁谷　　晴  

ﾎｼﾉ ﾐﾎ           1733星野　実歩  

ﾐﾔﾀ ﾊﾙｶ         1726宮田　　遥  

ﾓﾘ ｶﾅｺ           1727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

協栄ＭＤ町田 22 48 3人数 種目 リレー（13610）

男  子
ｱﾍﾞ ｲﾙﾏ         1764阿部　衣馬  

ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ         1759伊藤　陽哉  

ｳｽｲ ｱﾔﾄ         1762臼井　礼人  

ｸﾎﾞﾀ ｲｯﾄ        1765久保田一飛  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ      1761小林　龍生  

ｿﾉﾍﾞ ｺｳｾｲ      1763園部　洸晟  

ﾄﾋﾞﾀ ﾏﾋﾛ        1766飛田　真大  

ﾄﾖｻﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ    1760豊澤凜太郎  

ﾏｷﾉ ｼｮｳﾏ        1768牧野　匠真  

ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲﾄ      1767吉澤　魁堂  

女  子
ｲﾄｳ ﾘｵ           1777伊藤　里桜  

ｶｼｵｶ ｺﾄ         1774柏岡　　琴  

ｶﾄｳ ｽｽﾞｶ        1770加藤　涼風  

ｶﾜｼﾏ ﾏﾕｷ        1780川島　舞幸  

ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ         1776田中菜々美  

ﾄﾋﾞﾀ ﾘﾝ         1773飛田　　凛  

ﾅｽﾀﾞ ｱｲｶ        1769奈須田あい

ﾆｼﾓﾘ ﾐｸ         1772西森　美空  

ﾊｽｲ ﾘﾅ           1775蓮井　李梛  

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ        1778藤原　舞衣  

ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ        1771前田さくら  

ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾚ        1779山田　純令  

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 23 51 7人数 種目 リレー（13612）

男  子
ｲｹﾉ ｹｲ           1794池野　　圭  

ｲﾃﾞ ﾕｳﾉｽｹ      1798井手悠之介  

ｲﾈ ｶﾝﾀ           1805稲　　寛太  

ｳﾁｶﾞｼﾏ ﾚﾝｾｲ   1804内ヶ島蓮青  

ｴｶﾞﾜ ｿｳﾀ        1800江川　颯大  

ｵｵﾀ ｼﾝｽｹ        1799大田　慎介  

ｷﾀﾓﾄ ﾕｳﾏ        1803北本　悠真  

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ        1793髙橋　大輝  

ﾃﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ      1801寺沢　征真  

ﾉﾀﾞ ﾅｵ           1796野田　　直  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ        1797長谷川　勇  

ﾋﾗｷ ﾕｳﾏ         1792平木　有真  

ﾎﾘ ｺｳﾀﾞｲ        1795堀　　幸大  

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ         1802松本　璃空  

女  子
ｳﾁﾉ ﾁｻﾄ         1808内野　千聖  

ｵﾀﾍﾞ ｶｴﾃﾞ      1807小田部　楓  

ｷﾑﾗ ﾏｲｺ         1813木村　苺子  

ｾｷ ｱｵｲ           1806関　　葵衣  

ｾｷﾉ ﾐﾕｳ         1811関野美佑汐  

ﾄｸﾀﾞ ｳﾀ         1812徳田　　詩  

ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ﾘｻ      1814登立　理紗  

ﾓﾘ ﾊﾙｶ           1809森　　春香  

ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ        1810山田ちひろ  

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 51 112 4人数 種目 リレー（13613）

男  子
ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ        1832新井　真大  

ｲｼｲ ﾕﾀｶ         1837石井　湧敬  

ｲｼﾀﾞ ﾄﾜ         1818石田　永遠  

ｲﾉﾏﾀ ｶｴﾃﾞ      1817猪股　　楓  

ｶｼﾞ ﾘｮｳｽｹ      1822梶　　良介  

ｶﾀﾔﾏ ｾﾞﾝｼﾛｳ   1830片山善士郎  

ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ         1836木村　悠人  

ｺﾌﾈ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ   1827小船　純平  

ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ    1834佐藤優慈朗  

ｻﾅｴ ｺｳｽｹ        1831早苗　浩佑  

ｼｹﾞﾀ ﾏｻｷ        1829重田　将希  

ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ      1821嶋田　大海  

ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲ        1815菅原　　啓  

ﾀｰﾄﾝ ﾙｲ         1826タートン光

ﾀｶﾉ ﾘｮｳ         1833髙野　　諒  

ﾀｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ        1823田口　真大  

ﾅｲﾄｳ ﾕﾁｶ        1835内藤　由慶  

ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ        1824中村　唯人  

ﾊﾔﾐ ｼｭﾝｽｹ      1816速水　俊輔  

ﾌｼﾞｵ ｼｭｳﾏ      1828藤尾秀宇真  

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ        1820藤田　悠人  

ﾑﾗﾔ ｿﾗ           1825村谷　空蒼  

ﾔｽﾀﾞ ﾌﾐﾔ        1819安田　郁哉  

女  子
ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ        1840上原みなみ  

ｳｴﾊﾗ ﾓﾓｶ        1843上原百萌花  

ｳｴﾏﾂ ｱｽﾞﾐ      1863植松　杏美  

ｳｼｸﾎﾞ ｿﾗ        1859牛久保美空  

ｶｻｲ ｵｳﾘ         1839笠井　桜李  

ｶｻﾞﾏﾂﾘ ﾕｲｱ    1842風祭　結愛  

ｶﾄｳ ﾘｻ           1852加藤　凛咲  

ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾅｵ      1848鏑木　菜央  

ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｵﾘ      1862河端詩央梨  

ｻﾉ ｺｺﾘ           1844佐野ここり  

ｼﾏﾓﾄ ｶﾉﾝ        1861嶋本　花音  

ｼﾓｲﾅﾊﾞ ﾅﾅ      1864下稲葉菜々  

ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ      1838庄司　朋世  

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂﾎ      1853杉本　夏帆  

ｽｷﾞﾔﾏ ｾﾅ        1847杉山　星奈  

ﾀﾅｶ ｸﾗ           1860田中　來良  

ﾃﾗｼﾏ ﾕﾐ         1845寺島　佑真  

ﾄﾔﾏ ﾚｲｱ         1865戸山　零彩  

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾏｷ        1846中村　珠己  

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾉ         1849中村　悠乃  

ﾊﾔｼ ｻﾅ           1854林　　彩夏  

ﾎｼ ｱﾔｶ           1856星　　彩花  

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾐﾘｱ    1857本城みり愛  

ﾓﾘﾀ ﾕｲ           1841森田　結衣  

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾐｻｷ    1855柳本　実咲  

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾊ        1851山本　琴葉  

ﾜｶｵ ﾐｷ           1850若尾　美季  

ﾜｷｻﾞｶ ｺｺﾐ      1858脇坂　心海  

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

ドーム調布    14 28 1人数 種目 リレー（13616）

男  子
ｲｼｶｾﾞ ｶﾝﾀ      1883石風　寛大  

ｵｶﾑﾗ ﾀｹﾔ        1878岡村　武哉  

ｶﾄﾞｻｷ ﾀｸﾐ      1881門前　　匠  

ｶﾜｶﾐ ﾖｳｽｹ      1885河上　陽祐  

ｸｹﾞ ﾊﾔﾄ         1880久下　駿斗  

ｺﾀﾞｲﾗ ｼｭｳｽｹ   1879小平　柊介  

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ      1884小林　佳輝  

ｺﾔﾉ ｼｮｳﾀ        1882小谷野湘大  

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾏ        1886安田　悠真  

女  子
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｶ        1888安藤　美翔  

ｻﾄｳ ｺﾖｲ         1890佐藤　小宵  

ﾅﾗ ｴﾘｶ           1889奈良恵利佳  

ﾔｽﾀﾞ ｶﾝﾅ        1891安田　栞菜  

ﾖｺｻﾞﾜ ｲﾁｶ      1887横澤依智花  

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

ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬      33 91 10人数 種目 リレー（13622）

男  子
ｱﾗｲ ﾕｳｺﾞ        1903荒井　優吾  

ｲｼﾀﾞ ｲﾂｷ        1904石田　　樹  

ｵｵｻﾜ ﾕﾂﾞｷ      1910大澤　悠月  

ｵﾉ ﾖｳﾀﾞｲ        1907小野　耀大  

ｶｻｲ ｿｳｷ         1906葛西　颯玖  

ﾀｹﾔ ｼﾞﾝﾕｳ      1914竹谷　仁佑  

ﾃﾞｱｲ ﾐﾅﾕｷ      1911出合　皆幸  

ﾅｶﾞｲ ｱｻﾋ        1912永井　朝陽  

ﾊﾀﾁﾞ ｺｳｾｲ      1915畑地　晃成  

ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱﾂﾔ    1909兵頭　篤哉  

ﾋﾛﾀ ﾏｻﾀｹ        1913廣田　勝剛  

ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾐ        1905前田　拓海  

ﾜﾀﾞ ｼｭﾝﾔ        1908和田　峻弥  

女  子
ｱｸｲ ﾐｵ           1923阿久井美緒  

ｱﾗｲ ﾅｺ           1921荒井　菜子  

ｲﾄｳ ｾｲｶ         1922伊藤　成華  

ｵｵｻﾜ ﾐﾂﾞｷ      1934大澤　美月  

ｵｶﾑﾗ ｿﾗ         1935岡村　青空  

ｵﾓﾃ ｱﾘｽ         1916表　　侑寿  

ｶﾜｻｷ ﾏﾅ         1927川崎　真愛  

ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ        1925栗本かれん  

ｺﾞﾄｳ ｲﾁｶ        1928後藤　一花  

ｻﾄｳ ﾐｳ           1926佐藤　桜羽  

ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ        1917鈴木　遙夏  

ﾂﾈﾔﾏ ｶｽﾞｻ      1933常山　和紗  

ﾅｶﾞｻｷ ﾁｻﾄ      1918長﨑　千怜  

ﾅｸﾞﾗ ｱｵﾉ        1924名倉　碧乃  

ﾅｸﾞﾗ ｱﾝﾘ        1931名倉　杏璃  

ﾆｼﾑﾗ ｽﾐﾚ        1920西村すみれ  

ﾋﾅｺﾞ ﾘﾝﾅ        1930日名子凛菜  

ﾏｽﾀﾆ ｶﾎ         1932桝谷　香帆  

ﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ         1929森　　望美  

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾕｳ      1919米澤　美優  

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    35 85 8人数 種目 リレー（13653）

男  子
ｲｼﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ    2067石谷康太朗  

ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲﾄ      2068市川　大翔  

ｳｴﾉ ｿｳﾀ         2070上野　颯太  

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ      2074内田　智悠  

ｵｵﾀ ｹｲｽｹ        2071太田　圭亮  

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ      2077斎藤　竜希  

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾋ        2078芝波田悠飛  

ﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ      2066田川　翔大  

ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾄ      2076中島　慧翔  

ﾆﾜｷ ﾘｮｳｾｲ      2081庭木　亮星  

ﾌｼﾞｲ ｱｵﾊﾞ      2080藤井　碧葉  

ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｷ        2079藤田　智紀  

ﾎﾘｸﾞﾁ ｺｳｷ      2082堀口　航希  

ﾏｴﾊﾗ ｹｲﾀ        2072前原　渓太  

ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ   2073松本聡一郎  

ﾐｽﾞｺｼ ｾｲﾀ      2069水越　惺太  

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶﾞ      2065山田　悠雅  

ﾜｶｵ ｿｳﾏ         2075若尾　壮真  

女  子
ｱｻﾉ ｶﾉ           2083浅野　花乃  

ｲｼｸﾗ ﾒｲｻ        2098石倉　明咲  

ｳｴﾉ ﾘｺ           2096上野　莉子  

ｳﾁﾀﾞ ｽｽﾞﾅ      2084内田すずな  

ｵｵﾀﾆ ｻｷ         2092大谷　咲葵  

ｸﾛｶﾞﾈ ｲｽﾞﾐ    2099黒金　　泉  

ｸﾛｶﾞﾈ ｺｺﾛ      2090黒金　　心  

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾂﾞｷ    2089近藤　優月  

ｻｸﾏ ｲﾕ           2085佐久間惟由  

ｻｸﾏ ﾐﾚｲ         2088佐久間実怜  

ｽｽﾞｷ ﾘﾅ         2087鈴木　里菜  

ﾂﾈﾖｼ ﾓﾓｶ        2095恒吉もも香  

ﾆﾜｷ ｶﾚﾝ         2086庭木　花蓮  

ﾋﾛｶﾜ ﾏｵ         2094廣川　真桜  

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ        2091藤田向日葵  

ﾎﾝﾀﾞ ﾘｵ         2093本田　理央  

ﾐｽﾞｺｼ ﾘｮｳｶ    2097水越　諒夏  

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

ｾﾝﾄﾗﾙ南千住   31 73 2人数 種目 リレー（13654）

男  子
ｶﾀｸﾗ ﾀｲｾｲ      2111片倉　大成  

ｶﾐｶﾜ ﾊﾔﾄ        2101上川　颯斗  

ｺｲﾂﾞﾐ ﾅｵﾀﾛｳ   2112小泉直太郎  

ｺﾀﾞﾏ ｾｲﾔ        2110児玉　聖矢  

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ        2104児玉　裕太  

ｺﾓﾘﾔ ﾘｭｳｾｲ    2108小森谷琉成  

ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｻｸ    2102櫻井　俊作  

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ   2106田辺裕一朗  

ﾅｶﾉ ｺｳｾｲ        2105中野　康生  

ﾊｯﾄﾘ ﾋﾅﾀ        2100服部　暖大  

ﾏﾄﾊﾞ ｼｭﾝ        2109的場　　俊  

ﾑﾗｶﾐ ｵｳｶﾞ      2107村上　央雅  

ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝﾒｲ      2103米山　研明  

女  子
ｳｴﾊﾗ ﾒｸﾞ        2127上原　　恵  

ｵｵｻﾜ ｻｷ         2129大澤　寿紀  

ｵｵﾂｶ ｱｶﾘ        2117大塚あかり  

ｶﾜｶﾐ ｻﾅ         2124川上　咲花  

ｶﾜｶﾐ ﾕﾏ         2121川上　優茉  

ｷﾑﾗ ｺﾄﾐ         2122木村ことみ  

ｷﾑﾗ ﾁﾋﾛ         2118木村ちひろ  

ｻｶﾏｷ ﾉﾄﾞｶ      2123坂巻　和果  

ｻﾝﾄｳ ﾐｻｷ        2130山藤　実咲  

ｼｲﾅ ﾕｳ           2115椎名　悠羽  

ｼｭﾄｳ ｶﾎ         2114主藤　花帆  

ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ        2113鈴木ひかり  

ｽｽﾞｷ ﾋﾅ         2119鈴木　ひな  

ﾀｶｼﾞｮｳ ﾓﾓｴ    2116髙城　百萌  

ﾅｶﾉ ｺｺﾐ         2125中野　心美  

ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅﾐ        2126松本　美波  

ﾑﾗｵｶ ﾐｳ         2120村岡　美海  

ﾔﾏｷﾞﾜ ﾉﾉﾊ      2128山際希乃羽  

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 50 105 5人数 種目 リレー（13657）

男  子
ｱｻﾋﾛ ｺｳｲﾁﾛｳ   2159朝弘幸一郎  

ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ        2153阿部　　響  

ｱﾗｼﾅ ｷﾗ         2147荒品　　輝  

ｴｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ      2148江川　祐生  

ｵｵﾉ ｹｲﾀ         2143大野　慶太  

ｵｻﾞｷ ﾘｸ         2144尾﨑　里久  

ｵｻﾞｷ ﾘｾ         2158尾﨑　里世  

ｶﾈﾔｽ ｱｵｲ        2162金安　碧海  

ｶﾈﾔｽ ｴｲﾀ        2168金安　瑛汰  

ｺﾔﾏ ｺﾀﾛｳ        2160小山琥太郎  

ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ    2156小山龍太郎  

ｻｶｷ ｹｲｽｹ        2154榊　　恵介  

ｻﾄｳ ﾕｳﾏ         2152佐藤　佑磨  

ｼﾐｽﾞﾒ ﾜﾀﾙ      2161清水目亘琉  

ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ   2142菅原　遼介  

ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ         2155髙橋　　悠  

ﾀｯｶｰ ﾓﾄﾁﾖ      2157タッカー源

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ         2145田中　佑規  

ﾊｾｲ ｵｳﾀ         2166長谷井桜汰  

ﾋﾗｲﾜ ﾕｳﾘ        2146平岩　佑陸  

ﾍﾞｯﾌﾟ ｶﾅﾒ      2167別府　夏波  

ﾓｷﾞ ｵｳﾀ         2163茂木　凰太  

ﾔｻｶ ﾄﾞｳｼﾝ      2164八坂　堂慎  

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ   2149山口　雄大  

ﾜｷｶﾜ ﾊﾔﾄ        2151脇川　颯斗  

ﾜｷﾔﾏ ｼｭﾝ        2150脇山　　俊  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ      2165渡辺　大翔  

女  子
ｱｷ ﾊﾂﾈ           2182安芸　初音  

ｱｷ ﾓﾓﾈ           2187安芸　桜音  

ｱﾍﾞ ｶｵﾙ         2181阿部　　薫  

ｵｵｲｼ ｷｲﾗ        2190大石　輝羅  

ｶﾜｲ ﾐｻ           2172河合　美紗  

ｶﾜｲ ﾐﾕ           2170河合　美優  

ｷﾑﾗ ｻｸﾗｺ        2176木村　桜子  

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾅ        2185小林　想菜  

ｻﾝﾐﾔ ﾗﾝ         2189三宮　　蘭  

ﾀｯｶｰ ｱﾐﾕ        2180タッカー歩

ﾀﾅｶ ﾅﾂｷ         2177田中　夏希  

ﾅﾗﾉ ｱﾔｶ         2169奈良野綾花  

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾘ      2174長谷川朱里  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶ      2184長谷川智加  

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾒｶ      2178長谷川夢夏  

ﾊﾅｷ ｱｲﾐ         2173花木　愛海  

ﾊﾅｷ ｶﾅﾐ         2191花木　奏海  

ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｻﾂｷ    2188東原　颯希  

ﾌｸｵｶ ﾕｲ         2179福岡　由唯  

ﾎﾘｳﾁ ﾐﾚｲ        2175堀内　美玲  

ﾏﾙﾀ ﾊﾂﾞｷ        2171丸田　葉月  

ﾐｽﾗ ｲｽﾏﾘｶ      2183ミスライス

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｺ      2186渡辺　直子  

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

ＪＳＳ八王子 43 113 2人数 種目 リレー（13664）

男  子
ｳﾒｷ ﾚﾝ           2215梅木　　怜  

ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾝ    2225小沢　悠尋  

ｵﾅｷﾞ ｾﾝﾉｽｹ    2220小名木茜之

ｵﾔﾏ ﾋｶﾙ         2211尾山　　光  

ｸﾎﾞ ﾕｳﾀ         2224久保　歩拓  

ｸﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ        2228熊田　遥斗  

ｻｶｲ ｻﾄﾙ         2218酒井　　悟  

ｻｶｲ ﾖｼﾀｶ        2222堺　　由貴  

ｻｻｾ ﾋｶﾙ         2212笹瀬　　輝  

ｽｽﾞｷ ﾋﾛ         2216鈴木　燈路  

ﾀｶﾔ ﾀﾞｲﾁ        2221高家　大地  

ﾀﾅｶ ｾｲｱ         2214田中　聖亜  

ﾅﾗ ﾚｵﾝ           2223奈良　蓮音  

ﾉﾑﾗ ﾂｶｻ         2217野村　　司  

ﾊｯﾀ ｶﾂﾖｼ        2213八田　勝優  

ﾎﾘｳﾁ ﾀﾞｲﾁ      2227堀内　大地  

ﾐﾔﾏ ｿｳ           2229深山　　奏  

ﾑﾗﾅｶﾞ ﾘｭｳｷ    2226村永　龍章  

ﾔﾋﾛ ﾚﾂ           2219八尋　　烈  

女  子
ｲｼﾀﾞ ﾙｶ         2233石田　瑠海  

ｲﾜﾌｼﾞ ｻﾅ        2239岩藤　紗奈  

ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ         2230小川　真菜  

ｶﾄｳ ｴﾏ           2249加藤　慧真  

ｶﾄｳ ﾏｵ           2237加藤　舞音  

ｷﾑﾗ ﾙﾘ           2232木村　瑠里  

ｸｼﾀﾞ ﾕｲ         2234串田　結依  

ｸｼﾀﾞ ﾘﾝ         2238串田　　凜  

ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ        2246熊谷　美希  

ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ      2231齊藤　涼夏  

ｼｵﾀﾆ ﾋｶﾘ        2248塩谷ひかり  

ｼﾗｲ ｽｽﾞ         2236白井　すず  

ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｶ        2243髙橋ののか  

ﾀﾅｶ ｻﾗｻ         2247田中　彩咲  

ﾀﾆｶﾞﾜ ﾁｻﾄ      2250谷川千紗翔  

ﾁﾑﾗ ｴﾅ           2252千村　咲寧  

ﾄﾀﾞ ﾁｻ           2253戸田　知佐  

ﾉﾅｶ ﾐｵ           2241野中　美桜  

ﾌﾜ ﾅﾅｺ           2235不破菜々子  

ﾌﾜ ﾓﾓｺ           2245不破萌々子  

ﾎｶｿﾞﾉ ﾅﾂﾐ      2244外園　夏海  

ﾎｶｿﾞﾉ ﾊﾙｶ      2251外園　遥花  

ﾑﾄｳ ｱﾔﾈﾀﾘｰﾀ   2242武藤絢音ﾀﾘｰ

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾓﾓ        2240望月　萌百  

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

Peace          5 14 2人数 種目 リレー（13666）

男  子
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ      2254鈴木　和樹  

女  子
ｵｶﾉ ｱｲﾘ         2258岡野　愛梨  

ｽｽﾞｷ ｱﾝ         2256鈴木　　杏  

ﾀｶﾉ ｱﾔﾈ         2257高野　絢音  

ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾁ        2255仲川　咲千  

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

ＡＺ            27 64 1人数 種目 リレー（13667）

男  子
ｱｵｷ ﾕｳﾔ         2261青木　優弥  

ｱﾍﾞ ｵｳｷ         2268阿部　煌生  

ｱﾗｲ ｼｮｳｺﾞ      2263新井　捷悟  

ｲｼｻﾞｷ ｼｮｳﾀ    2264石埼　翔大  

ｲｿｶﾞｲ ｷﾞﾝﾀ    2271磯貝　銀汰  

ｳﾁﾉ ｶﾝﾔ         2270内野　寛也  

ｳﾁﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ    2266内野慶一郎  

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾅ        2269田中　一那  

ﾁﾀﾞ ﾄﾗｼﾞ        2265千田　虎二  

ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀ        2259長瀬　勇太  

ﾆｼﾉ ﾀｸﾛｳ        2262西野　巧朗  

ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ      2260番場　尚紀  

ﾏﾂｳﾗ ﾊﾙﾄ        2267松浦　遥人  

女  子
ｱｲｵﾝｿﾝ ｴﾏｸﾙｰﾆ 2285ｱｲｵﾝｿﾝ絵眞ｸ

ｲｿｶﾞｲ ﾆｺ        2277磯貝　虹心  

ｲﾉｳｴ ﾅﾅｺ        2273井上菜々子  

ｴｸﾞﾁ ﾅﾅｶ        2281江口菜々香  

ｵｵｼﾏ ｱｻﾐ        2280大島　麻美  

ｵｵｼﾏ ﾐﾎ         2284大島　美穂  

ｵｵﾀ ﾅﾐ           2274太田　成美  

ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ        2272小久保琴音  

ｺﾞﾄｳ ﾅﾐﾈ        2279後藤那心寧  

ｼﾞﾂﾋﾗ ﾘｺ        2283實平　莉子  

ｽｷﾞﾔﾏ ﾆｬｺ      2278杉山笑弥子  

ﾀﾅｶ ﾐﾚｲ         2282田中　美怜  

ﾀﾅｶ ﾕﾅ           2275田中　優那  

ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ        2276藤井　彩名  

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       38 97 3人数 種目 リレー（13668）

男  子
ｲｸﾀ ﾕｳﾀﾛｳ      2288生田悠太郎  

ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ        2287井上　颯大  

ｲﾊﾗ ｺｳｶﾞ        2292猪原　虹雅  

ｳｴｻｶ ﾕｳﾀ        2296上阪　悠太  

ｴﾋﾞ ﾅｵｷ         2291衣斐　直希  

ｶｼﾑﾗ ｼｵﾝ        2289樫村　心温  

ｶﾄｳ ﾘｮｳ         2290加藤　　凌  

ｶﾜｼﾏ ｺｳﾀ        2295川嶌　紘太  

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ      2297北林　　陽  

ｸﾛｲ ｹｲﾀ         2293黒井　啓太  

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾘ        2298桜井　結理  

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ        2286中村　優希  

ﾐﾔﾀ ｶｽﾞｷ        2294宮田　一輝  

女  子
ｱｶｻｶ ﾊﾙﾅ        2319赤坂　晴菜  

ｱｿｳ ﾐﾂｷ         2320麻生　光希  

ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ        2305大畑　晴菜  

ｵｶﾍﾞ ﾅﾐ         2300岡部　南海  

ｵｶﾍﾞ ﾊﾅ         2311岡部　帆海  

ｵﾀﾞｶ ﾊﾙｶ        2308小高　遥香  

ｶﾄｳ ｱﾝﾅ         2316加藤　杏菜  

ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾘｵ      2312北林　理桜  

ｸﾎﾞ ﾏﾘﾅ         2304久保満里奈  

ｻｸﾗｲ ﾐﾉﾘ        2310桜井　美紀  

ｼﾑﾗ ｶｽﾞｻ        2301志村　一沙  

ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ        2303志村　二海  

ｼﾑﾗ ﾐｽｽﾞ        2307志村　三涼  

ﾀｶﾔ ｱﾐ           2317高谷　杏実  

ﾀｶﾔ ｻｷ           2306高谷　咲妃  

ﾀｹﾀﾞ ﾐｵ         2321竹田　実桜  

ﾅｲﾄｳ ﾅﾉﾊ        2313内藤　南風  

ﾅｶﾂﾊﾗ ﾓﾈ        2309中津原百音  

ﾉｻﾞｷ ｶﾉ         2315野崎　佳音  

ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ        2299松浦麻理亜  

ﾓﾘ ｶﾅｺ           2318森　　奏子  

ﾖﾈｻﾞｷ ｼｷｺ      2323米崎静希子  

ﾖﾈｻﾞｷ ﾄﾜｺ      2314米崎遠和子  

ﾖﾈﾀﾞ ﾎﾉｶ        2302米田ほのか  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾔｶ      2322渡邊史八香  

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

ｲﾄﾏﾝ富士見台 38 95 1人数 種目 リレー（13670）

男  子
ｲﾀﾂﾞ ﾅｵﾄ        2336板津　直翔  

ｳｴﾓﾄ ｷｮｳ        2332植本　　匡  

ｵｵｲﾜ ｶﾚﾄﾞ      2328大岩海玲大  

ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ        2329大岩真海羽  

ｵｵﾂｶ ﾚﾝ         2335大塚　　蓮  

ｵｶﾀﾞ ｻﾄｼ        2340岡田　　彗  

ｵｸﾂ ｱﾔﾄ         2344奥津　英士  

ｶﾄｳ ﾀｸﾏ         2341加藤　拓馬  

ｺｼﾞﾏ ﾕﾒｷ        2333小島　夢貴  

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ        2330鈴木　優太  

ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾄ        2342中村　平都  

ﾊﾀｹﾅｶ ｺｳｾｲ    2339畠中　滉青  

ﾋﾒﾉ ｼｭｳｷ        2331姫野　修旗  

ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ    2347福永　一稀  

ﾌｼﾞｸﾗ ｹｲﾄ      2346藤倉　啓斗  

ﾌｼﾞﾀ ｵｳｽｹ      2338藤田　央祐  

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳﾄ        2348逸見　亮斗  

ﾏｴｶﾜ ﾋﾛｷ        2337前川　拓輝  

ﾐﾈ ﾄﾓｷ           2334峯　　知輝  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ    2345渡辺　誠士  

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾀ      2343渡辺　怜大  

女  子
ｱﾍﾞ ﾘﾉ           2356安部　璃乃  

ｲﾀｶﾞｷ ｺｺﾛ      2349板垣こころ  

ｵｵﾉ ｺｳ           2354大野　　航  

ｸﾒ ｱﾐｰﾅﾘｺ      2357久米アミー

ｺｼﾞﾏ ﾐﾕ         2363小島　美夢  

ｼﾏﾀﾞ ｶｲﾈ        2352島田　海音  

ｾｷﾀ ﾊﾙｻ         2358関田　春咲  

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｴ        2351高橋　実苗  

ﾀﾅｶ ｷﾒ           2364田中　貴女  

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾅ        2350轟　　陽菜  

ﾅｶﾞﾖｼ ｻﾕ        2355永吉　咲結  

ﾅｶﾞﾖｼ ｻﾗ        2359永吉　咲良  

ﾊｼｵ ｸｸﾙ         2362橋尾くくる  

ﾋﾒﾉ ﾓﾓ           2361姫野　　桃  

ﾌﾅｷ ｶﾉﾝ         2353舩木　果音  

ﾖｼﾉ ｶﾉﾝ         2365芳野　夏音  

ﾜｶﾔﾏ ﾌｳｶ        2360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

ｾﾝﾄﾗﾙ府中      17 47 1人数 種目 リレー（13686）

男  子
ｲﾄｳ ｼｭｳ         2436伊藤　柊羽  

ｷﾀﾞﾁ ﾘｮｳ        2440木立　　遼  

ｻｶｲ ｼｭｳｷ        2438酒井　柊貴  

ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ        2437三浦　大季  

ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾙ        2439吉沢　　晴  

女  子
ｲｲﾀﾞ ｱｶﾈ        2446飯田　朱音  

ｲﾁｶﾜ ｱｶﾘ        2441市川　紅里  

ｲﾄｳ ｺﾄﾊ         2444伊藤　琴羽  

ｲﾏﾑﾗ ﾏｲ         2449今村　まい  

ｵｻﾀﾞ ﾐｸ         2448長田　美久  

ｼﾏﾂﾞ ﾕｳﾐ        2450島津　友美  

ｽｶﾞﾉ ｱｲｺ        2451菅野　愛子  

ﾀｶｷﾞ ﾘﾝｶ        2452髙木　梨花  

ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾘﾝ      2442徳永　香鈴  

ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｽﾞｶ    2447徳永　柚香  

ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ         2443内藤　万愛  

ﾏﾁｲ ﾋﾅﾀ         2445待井ひなた  

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      40 131 7人数 種目 リレー（13694）

男  子
ｱｽﾏ ｾｲﾁ         2466遊馬　誠智  

ｲﾄｳ ﾙｲ           2463伊藤　瑠海  

ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞｷ    2469遠藤　息吹  

ｵｶｻﾞｷ ｺｳｷ      2471岡崎　煌輝  

ｷﾖｶﾜ ｶｽﾞｷ      2475清川　和樹  

ｻｲﾄｳ ﾊｸ         2470齊藤　　白  

ｼｲﾊﾞｼ ﾐｽﾞｷ    2468椎橋　泉城  

ﾊｻｺ ﾀｲｶﾞ        2465端迫　大雅  

ﾋﾗｲ ｼﾞｮｼｭｱ    2474平井ジョシ

ﾐﾅﾐ ﾃｯﾍﾟｲ      2473南　　徹平  

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ      2462山口　愛斗  

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｼﾞ      2464山本　葉士  

ﾖｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ    2467横林　　豪  

ﾖｼﾀﾞ ｴｲｽｹ      2472吉田　英介  

女  子
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ        2483青木　涼楓  

ｲﾁｶﾜ ﾚｲｱ        2490市川　怜絢  

ｲﾁﾑﾗ ｻｴ         2501市村　彩恵  

ｲﾁﾑﾗ ﾐﾜ         2494市村　美和  

ｲﾇｲ ﾘﾅ           2493乾　　梨夏  

ｲﾜｻﾜ ｷｯｶ        2496岩澤　九花  

ｲﾜﾀ ﾕﾅ           2485岩田　柚那  

ｳﾒﾉ ﾕｶ           2488梅野　悠夏  

ｵｵﾀﾆ ｱｶﾈ        2489大谷　　茜  

ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ        2477岡村　　瞳  

ｷﾑﾗ ｶｴ           2486木村　花愛  

ｷﾑﾗ ﾋﾅﾀ         2487木村　　陽  

ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ        2480斎藤　千紘  

ｼﾗｶﾜ ﾏﾕ         2495白川　真夕  

ﾀｶﾊｼ ｴﾏ         2497高橋　絵茉  

ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ        2479高山　文香  

ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ         2498長田　美海  

ﾅｶﾞﾀ ﾐｸ         2499長田　美空  

ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ        2476新倉みなみ  

ﾊﾗ ﾘｵ            2482原　　里央  

ﾌｸﾀﾞ ﾕﾅ         2492福田　有那  

ﾏﾂｵ ｱｽｶ         2500松尾明日香  

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ      2481水口　知保  

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ      2484山内　真凛  

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾗﾝ        2491山内　　藍  

ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ        2478吉田真希子  
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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

日本大          23 39 2人数 種目 リレー（48057）

男  子
ｲﾁﾉﾍ ﾓﾄｷ        2697一戸　元喜  

ｵｳﾐ ｳｲﾘｱﾑ      2696近江ウイリ

ｵｻﾞｷ ｹﾝﾀ        2703尾﨑　健太  

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ      2698川端　優太  

ｶﾜﾓﾘ ﾄﾓﾌﾐ      2692河森　智文  

ｸﾏｸﾗ ｺｳｹﾞﾂ    2705熊倉　洸月  

ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ      2691斉藤　孝佳  

ｻｶ ﾄｱｷ           2694坂　　登暉  

ｼｮｳﾉ ｶﾝﾀ        2712庄野　敢大  

ﾀﾅｶ ｴｲﾉｽｹ      2693田中瑛之介  

ﾀﾅｶ ﾘｸ           2700田中　理玖  

ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾑ        2701長嶋　透夢  

ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝ        2702中山　　瞬  

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾑ        2706原田　拓武  

ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ   2710福澤　真平  

ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾀ      2711藤原　育大  

ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝ        2695松浦　　詢  

ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ        2708眞野　秀成  

ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ         2704三浦　拓馬  

ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ    2709宮本　竜成  

ﾑﾄｳ ﾘｭｳｻｸ      2699武藤　龍作  

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ        2713山元　悠叶  

ﾖﾈﾀﾞ ｿｳ         2707米田　　颯  
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