
                                             2021年９月30日 
関係学校長 様 
関係所属長 様 

                          （一社） 愛知水泳連盟 
会   長 箕輪田 晃 

                             競泳委員長 八神 慎介 
 

秋季ジュニア練習会 開催について 
 
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、当水泳連盟の活動に対しまして、ご理解とご協力をいた

だき厚くお礼申し上げます。 
 
 さて、2021年度競泳委員会競技力向上事業「秋季ジュニア練習会」を開催いたします。対象となる選手 
「小学生」は2021年度の愛知県強化指定選手及び2021年度夏季春季ＪＯ参加標準記録突破者（リレー含む）。 
「中学生」は2021年度の愛知県強化指定選手及び2021年度夏季春季ＪＯ参加標準記録突破者（個人種目のみ）が対象

となります。 
つきましては、下記のように実施いたしますので指導者並びに選手の派遣についてご配慮くださいますようお願いい

たします。 
なお、参加される際、諸注意をよくお読みいただき新型コロナウイルス感染予防対策にご協力願います。 

                        記 
 
１．主  催    （一社）愛知水泳連盟 
 
２．主  管    （一社）愛知水泳連盟 競泳委員会 
 
３．期  日    10月16日（土）17日（日）23日（土）24日（日）30日（土）31日（日） 

日本ガイシ温水プール（土曜日は午前８R、午後４R、日曜日は終日８R） 
         

【小】集合7:30 （受付7:15） 8:00～10:30、13:00～15:30、15:30～16:30（ﾄﾞﾗｲﾗﾝﾄﾞ）解散16:45 
        【中】集合9:30 （受付9:15）9:30～10:30（ﾄﾞﾗｲﾗﾝﾄﾞ）10:30～13:00、、15:30～18:00 解散18:15 
 
４．参加者     別紙にて 
          ※別紙は9月29日（水）現在のものですが、漏れや誤り等がございましたらご連絡ください。 
          ※締め切り後に2021春季JOを突破した選手はお知らせください。参加可能です。 
 
５．練習会場    受付はプール玄関前にて行います。 
          ※会場への問い合わせはご遠慮ください。 
 
６．持ち物     水泳用具（パドル、プルブイ、ビート板、フィンなど）、ストレッチマット、 

昼食・補給水は各自で準備してください 
健康調査票・保護者同意書、競技力向上事業参加選手心得 
 

７．負担金     1日につきA指定選手2,000円、B指定選手及び推薦選手3,000円 
           
８．指導者     統括コーチ     藤森俊英（名古屋南高校） 
          中学生ヘッドコーチ 松本繁樹（みなとSS）、池田浩陸（ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘）、磯貝良方（パル西尾） 
          小学生ヘッドコーチ 前川貴久（知多翔洋高校）、猿川泰隆（ｲﾄﾏﾝ中村）、堀江剛一（ｱｼｽﾄ蟹江） 

コーチ       愛知水泳連盟競泳委員他 
総務        八神慎介（競泳委員長・愛知淑徳高校） 



９．申し込み先  ※申込方法をご確認ください。 
 ※所属コーチの参加を歓迎いたします（印鑑をお持ちください） 
 ※所属コーチ1名参加につき（コーチ参加日に限る）2名推薦選手を参加させることができます。 
   推薦選手の支給品はありません。 

 
１０．締 切 り  2021年10月9日（土）必着  
 
１１．そ の 他  ・指導者の指示に従えない選手は参加資格がないものとみなし帰宅させます。 

・今回参加資格者が練習会に参加した場合、キャップとTシャツを支給致します。 
・体調がすぐれない場合や怪我や故障している場合は参加を見合わせてください。 
・新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止とさせていただく場合があります。 
 ＨＰでお知らせしますのでご注意ください。 
・新型コロナウイルス感染拡大予防のため、選手は水中練習以外でのマスク着用を義務付けます。 
 （ドライランド中はその限りではない） 
・こまめな手洗い・うがい・手指消毒（水連で用意）を心がけてください。 
・昼食については選手同士距離を保ち黙食し、食事後は速やかにマスクを着用。会話の控えるよう

心がけてください。 
・新型コロナウイルス感染拡大予防のため、保護者の観覧はなしとさせていただきます。 
・中学生は新型コロナウイルスのワクチン接種をしていることが望ましい。 
・毎回、受付時に非接触型体温計で体温を測定します。37.5℃以上ある場合は参加を見合わせてい 
ただきますことをご承知おきください。なお、その際、保護者の方に迎えに来ていただき事にな 
ります。 

 
 

○申込方法について 
申込締切日までに、必要書類と入金が確認できなければ受付が出来ませんので 

   不備の無いように、確認してからお申し込みください。 
※送金方法 
・必ずチームで取りまとめて、一括での振込・郵送をお願いします。 
 （個人での振込・郵送はご遠慮ください。）ご協力をお願いいたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 新型コロナウイルス感染拡大によりやむを得ず中止せざるを得ない場合は半額を返金致します。 

（怪我や故障、途中参加及び途中離脱においては、負担金の返金は行わない。） 
○ その他 

 
申込後に体調不良等、突発的な事由が発生した場合は、速やかに所属責任者より、 
競泳委員長（八神慎介）に連絡を入れる事。 
メールでの問合せ stmrk.yagami@gmail.com   ℡090-1470-3020  

 

銀行振込：三菱ＵＦＪ銀行 名古屋営業部 
普通預金 ０８１８４４８ 

口座名：一般社団法人愛知水泳連盟 
 

申込書類をメールにてkyouei@aichisuiren.jp へ送信 
 

＊振込名義 
チームでまとめて振込 ： チーム名を明記 

 
申込書は上記アドレスにデータ送信 

申込金は上記口座に振込 



2021 年度  秋季ジュニア練習会 健康調査票 保護者同意書 

 
本健康調査票及び保護者同意書は個人情報として、（一社）愛知水泳連盟及び同競泳委員会の責任の下、厳重に管理致します。

遠征中は保険証または保険証のコピーを持参し各自の責任で管理して下さい。 

ふりがな 
氏名             学校名           学年    年 所属ｸﾗﾌﾞ                
 
性別 男・女  生年月日 西暦       年     月     日 血液型         平熱      ℃ 
 
身長      ㎝ 体重      ㎏ 自宅℡               緊急℡                
 
健康調査票 ＊該当箇所に○をつけ、必要事項を記入して下さい。 
１． 持病はありますか。 

なし・あり（病名・症状                                            ） 
２． 過去３ヶ月以内にかかった大きな病気・怪我はありますか。 

なし・あり（病名・症状                                            ） 
３． 薬や食べ物でじんましんやアレルギー反応を起こしたことがありますか。 

なし・あり（原因となるもの・様子                                       ） 
４． 持参する常備薬がありますか。 

なし・あり（薬品名・使用目的                                         ） 
５． 月経（生理）はありますか。重なりますか。ひどい月経痛はありますか。 

なし・あり（ 重なる ・ 重ならない ）   （月経痛が  ひどい ・ 軽い ・ ない ） 
６． 過去にひきつけを起こしたことはありますか。 

なし・あり（いつ頃                                              ） 
７． 新型コロナウイルスのワクチンを接種しましたか。（中学生以上） 

なし・あり（いつ   1回目      月    日     2回目     月     日   ） 

８． 合宿・練習会初日を起点日とし 2 週間以内に本人を含め家族等新型コロナウイルス陽性者及び濃厚接触者となりましたか。 

なし・あり（いつ     月   日                              ） 
９．健康上のことで担当者に知らせておくべきことがあればご記入下さい。 

 

                                             
 
参加者誓約及び保護者同意書 

① 2021 年度秋季ジュニア練習会（以下、本練習会）参加にあたり合宿中の健康管理に十分配慮し、良好な健康状態である

ことを確認した上で保護者の責任及び同意の下参加致します。上記健康調査票の記載内容に相違ありません。 
② 本練習会・、主催者及び指導者（コーチ）の指示に従い、練習中を含め生活面においても規則を守り、常識ある行動を心

がけます。指示に従わない、又は代表選手としてふさわしくない言動をした場合は、途中であっても参加を中断させられ

る場合があることを了承します。またその場合はコーチまたは保護者が現地へ出向き、帰宅することに同意します。 
③ 発熱など体調面に異変が生じた場合、保護者またはコーチが現地へ出向き、帰宅することに同意します。 
                                      ２０２１ 年   月   日 
 
選手氏名                    保護者氏名                      印 
 
※記載された情報は、同意書も含め、合宿・練習会等終了後2週間厳重に保管させていただきます。その後適切に破棄いたし

ます。 

（一社）愛知水泳連盟 
 
 
 
 

 



選手規範‐① 

競技力向上事業参加選手心得 
（一社）愛知水泳連盟 競技力向上委員会 

《本文書配布の目的》              (公益財団法人)日本水泳連盟 日本代表水泳選手団行動規範より 

  フェアプレーの精神とマナーを尊び、善良な市民、健全な社会人としての品性を保ち、水泳スポーツの向上と発展

に貢献するために、日本の競技者の代表としての誇りと自覚と責任を持って、明朗闊達に行動し、ひいては水泳競技

の健全な普及・発展を図ることを目的とする。 
 上記を参考に(一社)愛知水泳連盟 競技力向上委員会が下記の規範を策定した。参加者、申込所属責任者、担当者及び参加選手(高校

生以下)保護者は熟読し遵守すること。参加者本人が本文(写し)を携行し参加することを義務とする。 

１．本事業は各所属の選手が集結し、集団生活(個人の場合もある)を行いながら競技力を向上させる場である。自宅で

の自己中心の生活とは異なり、互いの協力で同じ目的を持たなければならない。当然不便もあるが競技力を高め各

種全国大会で活躍するためには乗り越えなければならないハードルだと考えている。愛知県の選ばれた選手である

ことを自覚し参加・行動するよう心がけることを約束すること。 

２．誰からも尊敬されるよう生活・練習態度・行動・言動に気を付け、手本となるように自覚と責任を持たなければな

らない。 

３．参加者(保護者)は事業内外の出来事にかかわらず、他人の誹謗中傷及び関係者に不利益が生じる事柄、個人情報ほ

かSNS等のツールに掲載発信することを一切禁止する。 

４．競技能力向上及び人格形成のために消極的な行動や言動はチームの和を乱すと考える。常に積極的な思考を持って

取り組むように心がけること。 

５．合宿・遠征前の健康管理をしっかりと行い、合宿中、病気や怪我(故障含む)の無いように、日頃からのセルフコン

トロールを心がける。異常を感じた場合は直ちに申し出なければならない。異常を感じた状態での参加は選手生命

にかかわる可能性がある。 

６．合宿及び強化練習は競技能力を向上させ、すべての面で強い選手になるための訓練・鍛錬する場(生活環境含む)で

ある。当然、練習に集中することが大切となり合宿・遠征に不要と思われる物の持ち込みを禁止する。自分を戒め

る為に何が不要かを考えなくてはならない。一般的にはゲーム機器（携帯電話含む通信機器）、漫画本、お菓子など 

 ※携帯等は使用制限を設ける場合がある。マナー違反者は事業の参加を中断する。他団体では懲戒(競技会等出場

停止処分等)が適用された事例も出ている。映像分析等で必要な場合は合宿担当コーチに申し出る。 

７．貴重品、現金などは自己管理できる範囲で持参してもよい。全て自己責任とする。 

８．合宿期間中における選手の面会、電話、外出は緊急の場合に限る。その場合、必ず指導者の許可を得ること。忘れ

物を保護者及び関係者が届けても取り次がない場合もある。 

９．時間の許す限り学習や読書をする習慣を身に付ける。 

10．服装はスポーツ選手にふさわしいものとし、各所属ユニフォームのほか愛知県選手団（インターハイ・全中・国体・

東海選手権・U15・U17）支給及び指定物品とする。宿舎内では自由とする場合が多いが奇抜と思われるものは避け

ること。そのほか特定の指示がある場合は従うこと。 

11．以上のことを守れなかった場合、指導者の指導に従わなかった場合は参加をその時点で打ち切り、直ちに各所属に

連絡を取り情報を共有する。以降の合宿への参加・国体選考を見合わせることもあることを承諾する。 

 

《参加者情報：上記熟読後に同意することを確認し署名押印する》   ２０２１  年   月   日 

 

 

参 加 選 手 氏 名            ㊞  所 属 名                  

 

 

選手保護者氏名            ㊞  所 属 責 任 者 名               ㊞ 

 
 

 

        



 

健康調査表（競技力向上事業） 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため参加者全員に毎日健康状態を確認させていただきます。 

この用紙に必要事項を記入し、毎日受付時に提出をお願い致します。 

 

提出日   ２０２１ 年     月     日 

 

 

氏  名 

 

 

 

所  属 

 

 

 

連絡先（保護者の携帯） 

 

 

                             ㊞ 

連絡先（携帯番号等） 

前  々 日 

 

 月   日（   ） 

 

起床時の体温 
℃ 

体 調 
 

前 日 

 

 月   日（   ） 

起床時の体温 
℃ 

体 調 
 

当 日 

 

 月   日（   ） 

起床時の体温 
℃ 

体 調 
 

備 考 欄 

 

 

 

 

 

（１）参加される2日前から健康チェックをお願いします。起床時の検温、体調を記入してください。 

（２）「体調」欄には、異常がなければ「良好」、体調不良の場合は具体的に症状をご記入ください。 

  <例：咳 腹痛 悪寒 嗅覚 味覚障害 等> 

（３）未記入の場合、参加を見合わせていただくことがあります。 

（４）練習会等に連続して参加される場合も毎日提出をお願い致します。 

（５）発熱・体調不良等がある場合は、会場への来場は控えてください。 

 

※記載された情報は、同意書も含め、合宿・練習会等終了後2週間厳重に保管させていただきます。その後適切に破棄いたし

ます。 

 
 
 

 



2021年度 秋季ジュニア練習会 参加資格者（小学生） 2021.9.29現在

No 性別 氏名 氏名カナ 所属略称 学年 距離1 種目名1 距離2 種目名2 距離3 種目名3 強化指定
1 男子 小澤悠大朗 ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 稲沢ＳＳ 小6 リレー
2 男子 宇佐美惺哉 ｳｻﾐ ｾｲﾔ 稲沢ＳＳ 小6 リレー
3 男子 西田　　暁 ﾆｼﾀﾞ ｱｹﾙ 稲沢ＳＳ 小6   50m 自由形  100m 自由形  200m 自由形
4 男子 奥村　俊明 ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝﾒｲ ウィル大口 小6   50m 平泳ぎ  100m 平泳ぎ
5 男子 浅野　凰真 ｱｻﾉ ｵｳﾏ ＫＬ春日井 小6   50m バタフライ  100m バタフライ
6 男子 鈴木　那周 ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ ＳＡＬＡ 小6  100m 自由形  200m 自由形 B
7 男子 近藤　海斗 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ ＪＳＳ一宮 小6 リレー
8 男子 原科佐久斗 ﾊﾗｼﾅ ｻｸﾄ ＪＳＳ一宮 小6   50m 自由形   50m バタフライ  100m 自由形 B
9 男子 野田　晃矢 ﾉﾀﾞ ｺｳﾔ ＪＳＳ一宮 小6

10 男子 二宮　奏介 ﾆﾉﾐﾔ ｿｳｽｹ パル知立 小6   50m 平泳ぎ  100m 平泳ぎ B
11 男子 粂　　海翔 ｸﾒ ｶｲﾄ 平針ＳＳ 小6   50m 背泳ぎ  100m 背泳ぎ B
12 男子 渡邉　悠叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺 小6 リレー
13 男子 岩瀬　智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺 小6 B
14 男子 松村　悠貴 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺 小6 リレー
15 男子 石原　悠大 ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ＪＳＳ守山 小6   50m 自由形   50m バタフライ  100m バタフライ B
16 男子 杉本　直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ SSC 小6 B
17 男子 船越　健 ﾌﾅｺｼ ﾀｹﾙ 岡崎竜城SC南 小6 B
18 男子 大竹　心 ｵｵﾀｹ ｺｺﾛ パル西尾 小6 B
19 男子 川井　幸大 ｶﾜｲ ﾕｷﾋﾛ BIGアミ 小6 B
20 男子 山田時史朗 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｷｼﾛｳ イトマン中村 小5   50m 自由形
21 男子 田島ノエル光陽 ﾀｼﾞﾏ ﾉｴﾙｺｳﾖｳ イトマン中村 小5   50m 自由形   50m バタフライ  200m 個人メドレー B
22 男子 安部侑衣友 ｱﾍﾞ ﾕｲﾄ イトマン中村 小5 リレー
23 男子 板持康太郎 ｲﾀﾓﾁ ｺｳﾀﾛｳ ｲﾄﾏﾝ春日井 小5 リレー
24 男子 徳永　拓也 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾔ ｲﾄﾏﾝ春日井 小5   50m 自由形   50m 背泳ぎ   50m バタフライ
25 男子 牛塲　悠太 ｳｼﾊﾞ ﾕｳﾀ ｲﾄﾏﾝ春日井 小5 リレー
26 男子 藤吉　櫂成 ﾌｼﾞﾖｼ ｶｲｾｲ ＭＹＳ名学院 小5   50m 自由形
27 男子 尾関　透次 ｵｾﾞｷ ﾄｳｼﾞ ＪＳＳ比良 小5  100m 平泳ぎ B
28 男子 野倉　壮太 ﾉｸﾗ ｿｳﾀ ＪＳＳ中川 小5 リレー
29 男子 加藤　千翔 ｶﾄｳ ｾﾝﾄ ＪＳＳ中川 小5   50m 自由形
30 男子 萬代　空良 ﾏﾝﾀﾞｲ ｿﾗ ＪＳＳ中川 小5 リレー
31 男子 花井凛太郎 ﾊﾅｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 平針ＳＳ 小5   50m 平泳ぎ  200m 個人メドレー
32 男子 緒方　健人 ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾄ 東邦SC 小5 B
33 男子 野原　勇我 ﾉﾊﾗ ﾕｳｶﾞ BIGアミ 小5 B
34 男子 東　奏太朗 ｱｽﾞﾏ ｿｳﾀﾛｳ イトマン中村 小4 リレー
35 男子 伊藤　良晟 ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ ｲﾄﾏﾝ春日井 小4 リレー
36 男子 安部　仁章 ｱﾍﾞ ｷﾐｱｷ 名鉄ＳＳ刈谷 小4   50m 平泳ぎ B
37 男子 服部　晃大 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀﾞｲ ＪＳＳ中川 小4 リレー
38 男子 木津　海琉 ｷﾂﾞ ｶｲﾘ 上社SS 小4 B
39 男子 溝口　陸 ﾐｿﾞｸﾁ ﾘｸ BIG加木屋 小4 B
40 女子 杉浦　遥香 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙｶ イトマン中村 小6   50m 自由形  100m 自由形 B
41 女子 與河　沙奈 ﾖｶﾜ ｻﾅ ｲﾄﾏﾝ春日井 小6  100m 平泳ぎ B
42 女子 伊藤　愛珠 ｲﾄｳ ｱﾐ ｲﾄﾏﾝ春日井 小6 リレー
43 女子 吉子　未夏 ﾖｼｺ ﾐｲﾅ ｲﾄﾏﾝ春日井 小6   50m バタフライ B
44 女子 入江　夏帆 ｲﾘｴ ﾅﾂﾎ みなとＳＳ 小6   50m バタフライ  200m 個人メドレー  100m バタフライ B
45 女子 明樂　美紀 ｱｷﾗ ﾐｷ ＢＩＧ加木屋 小6   50m 平泳ぎ  100m 平泳ぎ B
46 女子 丹所　映瑠紗 ﾀﾝｼｮ ｴﾙｻﾞ ビート守山 小6 B
47 女子 玉置　侑衣 ﾀﾏｵｷ ﾕｲ 1toSWIM 小6 B
48 女子 森　杏奈 ﾓﾘ ｱﾝﾅ ｲﾄﾏﾝ中村 小6 B
49 女子 千田　琴望 ｾﾝﾀﾞ ｺﾄﾉ ｲﾄﾏﾝ中村 小6 B
50 女子 松本　夏南 ﾏﾂﾓﾄ　ｶﾅ JSS一宮 小6 B
51 女子 向山　　愛 ﾑｶｲﾔﾏ ｱｲ イトマン中村 小5 リレー
52 女子 後藤　咲子 ｺﾞﾄｳ ﾜｺ アシスト蟹江 小5   50m 自由形   50m 平泳ぎ  200m 個人メドレー
53 女子 西村　　英 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾅ ビート守山 小5   50m 平泳ぎ B
54 女子 西村　妃以 ﾆｼﾑﾗ ｷｲ 稲沢ＳＳ 小5 B
55 女子 小林　柚葉 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｽﾞﾊ パル西尾 小5 B
56 女子 伏見　真琴 ﾌｼﾐ ﾏｺﾄ イトマン中村 小4   50m 自由形   50m 平泳ぎ B
57 女子 横井　里咲 ﾖｺｲ ﾘｻ イトマン中村 小4 リレー
58 女子 丹所　潤瑠 ﾀﾝｼｮ ｼﾞｭﾚ 1toSWIM 小4 B
59 女子 森　叶希愛 ﾓﾘ ｶﾉｱ 豊田SS 小4 B
60 女子 四元　瑠美 ﾖﾂﾓﾄ ﾙﾐ イトマン中村 小3   50m バタフライ
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2021年度 秋季ジュニア練習会 参加資格者（中学生） 2021.9.29現在

No 性別 氏名 氏名カナ 所属略称 学年 距離1 種目名1 距離2 種目名2 距離3 種目名3 強化指定
1 男子 鈴木 獅音 ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ イトマン中村 中3   50m 自由形
2 男子 深谷 海斗 ﾌｶﾔ ｶｲﾄ ＮＰＯ口論義 中3  200m 個人メドレー
3 男子 堀田 武蔵 ﾎｯﾀ ﾑｻｼ コパン鳴海 中3  200m 自由形  400m 自由形 A
4 男子 丸山  隼 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ ウィル大口 中3   50m 自由形  100m 自由形 B
5 男子 西川 我咲 ﾆｼｶﾜ ｱｻｷ ＫＬ春日井 中3  200m 個人メドレー  100m 背泳ぎ  400m 個人メドレー A
6 男子 山下 哲平 ﾔﾏｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 名鉄ＳＳ刈谷 中3  100m 平泳ぎ
7 男子 村佐 達也 ﾑﾗｻ ﾀﾂﾔ 名鉄ＳＳ刈谷 中3  400m 自由形 B
8 男子 平井 颯音 ﾋﾗｲ ﾘｭｳﾄ ＪＳＳ比良 中3  100m バタフライ
9 男子 橋本 英明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ みなとＳＳ 中3  200m 個人メドレー

10 男子 土方 遥斗 ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ 平針ＳＳ 中3  100m 自由形  100m バタフライ A
11 男子 山田 太陽 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾖｳ Ｖトピア小牧 中3   50m 自由形  100m 自由形 A
12 男子 宮島 勇哉 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上社SS 中3 A
13 男子 原田 拓弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 東邦ＳＣ 中2  200m 個人メドレー  400m 個人メドレー A
14 男子 菱川  槙 ﾋｼｶﾜ ﾏｷ コナミ杁中 中2  200m 個人メドレー  100m 背泳ぎ  400m 個人メドレー
15 男子 笠江 瑛斗 ｶｻｴ ｴｲﾄ 豊田ＳＳ 中2  100m バタフライ  200m バタフライ A
16 男子 浅野 雅久 ｱｻﾉ ｶﾞｸ ＮＰＯ口論義 中2   50m 自由形  100m 自由形 A
17 男子 栗原 修司 ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ ＫＬ春日井 中2  200m 背泳ぎ
18 男子 奥村 太一 ｵｸﾑﾗ ﾀｲﾁ ＢＩＧアミ 中2  100m 背泳ぎ  200m 背泳ぎ
19 男子 浅野 快晴 ｱｻﾉ ｶｲｾｲ ＢＩＧアミ 中2  200m 背泳ぎ
20 男子 杉浦 征典 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ 名鉄ＳＳ刈谷 中2   50m 自由形  100m 自由形 B
21 男子 清田 悠生 ｷﾖﾀ ﾕｳ パル知立 中2  100m バタフライ B
22 男子 竹内 大輔 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ コパン豊川 中2  200m 個人メドレー  400m 個人メドレー
23 男子 井上 凱道 ｲﾉｳｴ ｶｲｼﾞ イトマン中村 中1  100m 背泳ぎ B
24 男子 佐藤 颯人 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ イトマン中村 中1   50m 平泳ぎ  100m 平泳ぎ
25 男子 芳賀  樹 ﾊｶﾞ ｲﾂｷ ｲﾄﾏﾝ春日井 中1  100m 背泳ぎ  200m 背泳ぎ B
26 男子 黒河内颯太 ｸﾛｺｳﾁ ｿｳﾀ コナミ豊田 中1   50m 平泳ぎ  200m 個人メドレー  100m 平泳ぎ
27 男子 栗田連太郎 ｸﾘﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡崎竜城ＳＣ 中1   50m 自由形   50m バタフライ  100m 自由形
28 男子 西村 有生 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｾｲ 稲沢ＳＳ 中1   50m 平泳ぎ  100m 平泳ぎ
29 男子 長瀬 賢人 ﾅｶﾞｾ ｹﾝﾄ ＭＹＳ名学院 中1   50m 平泳ぎ  100m 平泳ぎ
30 男子 岡田  律 ｵｶﾀﾞ ﾘﾂ ＭＹＳ名学院 中1   50m 平泳ぎ  200m 個人メドレー  100m 平泳ぎ
31 男子 渡辺 一喜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ Golden Whale 中1   50m 自由形   50m バタフライ  100m バタフライ B
32 男子 松井 玄太 ﾏﾂｲ ｹﾞﾝﾀ 豊橋ＳＳ 中1   50m 背泳ぎ  100m 背泳ぎ
33 男子 萬代 聖晴 ﾏﾝﾀﾞｲ ｾｲﾊ ＪＳＳ中川 中1   50m バタフライ  100m 自由形  200m 自由形
34 男子 青山 陽斗 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾄ 西尾ＤＳＣ 中1  100m 平泳ぎ  200m 平泳ぎ A
35 男子 千田竹之進 ﾁﾀﾞ ﾀｹﾉｼﾝ パル知立 中1  100m 背泳ぎ
36 男子 山田 創汰 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ Ｖトピア小牧 中1   50m バタフライ  100m バタフライ
37 男子 佐藤 玄都 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ アシスト蟹江 中1  200m 平泳ぎ B
38 男子 吉田  聖 ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ ﾙﾈｻﾝｽ小幡 中1   50m 自由形  100m 自由形  200m 自由形 A
39 男子 森本 新大 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾗﾀ ビート茶屋 中1  100m 背泳ぎ
40 男子 林 宏透 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾄ 名鉄SS岩倉 中1 B
41 男子 中村 泰成 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 東邦ＳＣ 中1 B
42 男子 小松 斗葵 ｺﾏﾂ ﾄｷ みなとＳＳ 中1 B
43 女子 小島 琉瑚 ｺｼﾞﾏ ﾙｺ ｲﾄﾏﾝ春日井 中3  100m バタフライ  200m バタフライ A
44 女子 福岡 佑月 ﾌｸｵｶ ﾕﾂﾞｷ コナミ豊田 中3   50m 自由形  100m 自由形
45 女子 伊藤 梨彩 ｲﾄｳ ﾘｻ 岡崎竜城ＳＣ 中3  100m 平泳ぎ
46 女子 山口 愛華 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅｶ 東邦ＳＣ 中3  200m 自由形  400m 自由形 A
47 女子 熊谷 綾真 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾐ 豊田ＳＳ 中3   50m 自由形  100m 自由形
48 女子 伊東 開耶 ｲﾄｳ ｻｸﾔ ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘 中3   50m 自由形  100m 自由形 A
49 女子 上田 唯愛 ｳｴﾀ ｲﾁｶ 豊橋ＳＳ 中3  100m 背泳ぎ
50 女子 杉浦 愉羅 ｽｷﾞｳﾗ ﾕﾗ パル西尾 中3  100m 平泳ぎ
51 女子 米田 愛菜 ﾒﾀ ｱｲﾅ みなとＳＳ 中3  200m 個人メドレー  400m 個人メドレー A
52 女子 澁谷枝実鈴 ｼﾌﾞﾔ ｴﾐﾘ ビート守山 中3   50m 自由形
53 女子 緒方 愛 ｵｶﾞﾀ ｱｶﾘ 東邦ＳＣ 中3 B
54 女子 恒川 小春 ﾂﾈｶﾜ ｺﾊﾙ イトマン中村 中2  100m 平泳ぎ  200m 平泳ぎ A
55 女子 貝沼 嶺々 ｶｲﾇﾏ ﾈﾈ 名古屋ＳＣ 中2  100m 平泳ぎ  200m 平泳ぎ B
56 女子 小山 優來 ｺﾔﾏ ﾕﾗ コナミ蒲郡 中2   50m 自由形 B
57 女子 野末 栞菜 ﾉｽﾞｴ ｶﾝﾅ 豊橋ＳＳ 中2  100m バタフライ B
58 女子 井上 澄奏 ｲﾉｳｴ ｽﾐｶ イトマン中村 中1   50m バタフライ  100m バタフライ
59 女子 牛塲 彩乃 ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ ｲﾄﾏﾝ春日井 中1   50m バタフライ  100m バタフライ
60 女子 岸原くるみ ｷｼﾊﾗ ｸﾙﾐ 岡崎竜城ＳＣ 中1   50m 平泳ぎ
61 女子 山口真理恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｴ 豊田ＳＳ 中1  200m 個人メドレー  400m 個人メドレー  200m バタフライ A
62 女子 伊東 和奏 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘 中1  100m 自由形  200m 自由形 B
63 女子 猪又  彩 ｲﾉﾏﾀ ｱﾔ ＢＩＧアミ 中1  100m 背泳ぎ  200m 背泳ぎ B
64 女子 山中 咲奈 ﾔﾏﾅｶ ｻﾅ ＪＳＳ中川 中1   50m 平泳ぎ  100m 平泳ぎ A
65 女子 小林 恭子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 桃太郎ＳＳ 中1   50m 自由形  100m 自由形
66 女子 志田  葵 ｼﾀﾞ ﾋﾏﾘ パル西尾 中1   50m 自由形  100m 背泳ぎ A
67 女子 大宮美月輝 ｵｵﾐﾔ ﾐﾂｷ みなとＳＳ 中1  100m 背泳ぎ B
68 女子 三宅 優香 ﾐﾔｹ ﾕｳｶ ビート守山 中1   50m 背泳ぎ  100m 背泳ぎ B
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