
2021年度 冬季ジュニア練習会 参加資格者 2021.12.7
No 種目名 距離 氏名 氏名カナ 所属略称1 学年
1 男子  小6 Ｂ突破 自由形 50 原科佐久斗 ﾊﾗｼﾅ ｻｸﾄ ＪＳＳ一宮 小6
2 男子  小6 Ｂ突破 個人メドレー 200 川井 幸大 ｶﾜｲ ﾕｷﾋﾛ ＢＩＧアミ 小6
3 男子  小6 Ｂ突破 自由形 50 舩越  健 ﾌﾅｺｼ ﾀｹﾙ 岡崎竜城SC南 小6
4 男子  小6 Ｂ突破 背泳ぎ 50 粂  海翔 ｸﾒ ｶｲﾄ 平針ＳＳ 小6
5 男子  小6 Ｂ突破 自由形 50 杉本 直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ ＳＳＣ 小6
6 男子  小6 Ｂ突破 平泳ぎ 100 二宮 奏介 ﾆﾉﾐﾔ ｿｳｽｹ パル知立 小6
7 男子  小6 Ｂ突破 バタフライ 50 石原 悠大 ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ＪＳＳ守山 小6
8 男子  小6 Ｂ突破 自由形 100 岩瀬 智也 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺 小6
9 男子  小6 Ｂ突破 自由形 100 鈴木 那周 ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ ＳＡＬＡ 小6
10 男子  小6 Ｂ突破 自由形 1500 西田  暁 ﾆｼﾀﾞ ｱｹﾙ 稲沢ＳＳ 小6
11 男子  小6 Ｂ突破 バタフライ 100 高橋 穂積 ﾀｶﾊｼ ﾎﾂﾞﾐ 西尾ＤＳＣ 小6
12 男子  小6 Ｂ突破 バタフライ 50 浅野 凰真 ｱｻﾉ ｵｳﾏ ＫＬ春日井 小6
13 男子  小6 Ｂ突破 背泳ぎ 50 大竹  心 ｵｵﾀｹ ｺｺﾛ パル西尾 小6
14 男子  小5 Ｂ突破 平泳ぎ 50 尾関 透次 ｵｾﾞｷ ﾄｳｼﾞ ＪＳＳ中川 小5
15 男子  小5 Ｂ突破 バタフライ 100 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
16 男子  小5 Ｂ突破 バタフライ 100 野原 勇我 ﾉﾊﾗ ﾕｳｶﾞ ＢＩＧアミ 小5
17 男子  小5 Ｂ突破 自由形 400 緒方 健人 ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾄ 東邦ＳＣ 小5
18 男子  小4 Ｂ突破 背泳ぎ 50 木津 海琉 ｷﾂﾞ ｶｲﾘ 上社ＳＳ 小4
19 男子  小4 Ｂ突破 平泳ぎ 50 安部 仁章 ｱﾍﾞ ｷﾐｱｷ 名鉄ＳＳ刈谷 小4
20 男子  小4 Ｂ突破 バタフライ 50 溝口  陸 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｸ ＢＩＧ加木屋 小4
21 女子  小6 Ｂ突破 バタフライ 100 入江 夏帆 ｲﾘｴ ﾅﾂﾎ みなとＳＳ 小6
22 女子  小6 Ｂ突破 自由形 400 玉置 侑衣 ﾀﾏｵｷ ﾕｲ １toＳＷＩＭ 小6
23 女子  小6 Ｂ突破 平泳ぎ 50 明樂 美紀 ｱｷﾗ ﾐｷ ＢＩＧ加木屋 小6
24 女子  小6 Ｂ突破 平泳ぎ 100 與河 沙奈 ﾖｶﾜ ｻﾅ ｲﾄﾏﾝ春日井 小6
25 女子  小6 Ｂ突破 自由形 50 丹所映瑠紗 ﾀﾝｼｮ ｴﾙｻﾞ ビート守山 小6
26 女子  小6 Ｂ突破 自由形 50 杉浦 遥香 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙｶ イトマン中村 小6
27 女子  小6 Ｂ突破 バタフライ 50 井谷 朱里 ｲﾉﾀﾆ ｱｶﾘ コナミ豊田 小6
28 女子  小6 Ｂ突破 バタフライ 50 吉子 未夏 ﾖｼｺ ﾐｲﾅ ｲﾄﾏﾝ春日井 小6
29 女子  小6 Ｂ突破 背泳ぎ 50 森  杏菜 ﾓﾘ ｱﾝﾅ イトマン中村 小6
30 女子  小6 Ｂ突破 背泳ぎ 50 千田 琴望 ｾﾝﾀﾞ ｺﾄﾉ イトマン中村 小6
31 女子  小6 Ｂ突破 バタフライ 100 長谷川歩実 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 名古屋ＳＣ 小6
32 女子  小5 Ｂ突破 平泳ぎ 50 西村  英 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾅ ビート守山 小5
33 女子  小5 Ｂ突破 バタフライ 50 西村 妃以 ﾆｼﾑﾗ ｷｲ 稲沢ＳＳ 小5
34 女子  小5 Ｂ突破 個人メドレー 200 後藤 咲子 ｺﾞﾄｳ ﾜｺ アシスト蟹江 小5
35 女子  小5 Ｂ突破 バタフライ 100 小林 柚葉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞﾊ パル西尾 小5
36 女子  小5 Ｂ突破 背泳ぎ 50 松本 夏南 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ ＪＳＳ一宮 小5
37 女子  小5 Ｂ突破 平泳ぎ 100 大友 梨緒 ｵｵﾄﾓ ﾘｵ 稲沢ＳＳ 小5
38 女子  小4 Ｂ突破 平泳ぎ 50 伏見 真琴 ﾌｼﾐ ﾏｺﾄ イトマン中村 小4
39 女子  小4 Ｂ突破 自由形 400 丹所 潤瑠 ﾀﾝｼｮ ｼﾞｭﾚ １toＳＷＩＭ 小4
40 女子  小4 Ｂ突破 バタフライ 50 森 叶希愛 ﾓﾘ ｶﾉｱ 豊田ＳＳ 小4
41 女子  小4 Ｂ突破 自由形 100 西谷日夏莉 ﾆｼﾀﾆ ﾋｶﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ清洲 小4
42 女子  小4 Ｂ突破 バタフライ 50 石川 枇奈 ｲｼｶﾜ ﾋﾅ ビート守山 小4
43 男子  小5 名古屋市選抜 平泳ぎ 50 加藤 千翔 ｶﾄｳ ｾﾝﾄ ＪＳＳ中川 小5
44 男子  小5 名古屋市選抜 自由形 100 大平 るな ｵｵﾋﾗ ﾙﾅ 中日ＳＣ 小5
45 男子  小5 名古屋市選抜 自由形 50 藤吉 櫂成 ﾌｼﾞﾖｼ ｶｲｾｲ ＭＹＳ名学院 小5
46 男子  小5 名古屋市選抜 バタフライ 50 野倉 壮太 ﾉｸﾗ ｿｳﾀ ＪＳＳ中川 小5
47 男子  小5 名古屋市選抜 平泳ぎ 100 小窪 海聖 ｺｸﾎﾞ ｶｲｾｲ イトマン中村 小5
48 男子  小4 名古屋市選抜 平泳ぎ 50 田中 煌大 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 名古屋ＳＣ 小4
49 女子  小6 名古屋市選抜 平泳ぎ 100 五十嵐 礼 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾔ 名古屋ＳＣ 小6
50 女子  小6 名古屋市選抜 バタフライ 50 松村 一花 ﾏﾂﾑﾗ ｲﾁｶ ＪＳＳ中川 小6
51 女子  小5 名古屋市選抜 自由形 400 鎌田 夏美 ｶﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ みなとＳＳ 小5
52 女子  小5 名古屋市選抜 自由形 50 三國  玲 ﾐｸﾆ ﾚｲ          ﾙﾈｻﾝｽ小幡 小5


