
【高校生対象者】
男子 女子

指定 名前 所属 指定 名前 所属
三木啓資 愛工大名電 自由形 高２ 松浦 未奈 愛工大名電 自由形 高２
皆嶋大地 愛工大名電 自由形 高１ 佐藤里帆 愛工大名電 平泳ぎ 高２
勝川優 愛工大名電 個人メドレー 高１ 野村胡珀 愛産大三河 自由形 高１

小林夢翔 愛産大三河 自由形 高２ 亀井琴音 愛産大三河 背泳ぎ 高２
大河原英登 愛産大三河 自由形 高２ 田村涼乃 愛産大三河 平泳ぎ 高１
新美大輝 愛産大三河 平泳ぎ 高２ 西村優奈 愛産大三河 バタフライ 高２
近藤正紀 愛産大三河 背泳ぎ 高１ 杉浦日和 愛産大三河 個人メドレー 高１
朝倉悠斗 愛産大三河 背泳ぎ 高２ 北出花夏 愛み大瑞穂 自由形 高１
浅田祐太 愛産大三河 平泳ぎ 高２ 和田佳奈子 愛み大瑞穂 自由形 高１
武内佑緯 愛産大三河 バタフライ 高１ 岡部天音 愛み大瑞穂 自由形 高２
白井暉士 愛産大三河 バタフライ 高２ B 丸山　翠 愛み大瑞穂 平泳ぎ 高2

A 小池　晶 愛み大瑞穂 自由形 高１ 浦元真瑚 愛み大瑞穂 個人メドレー 高２
浅井康栄 愛み大瑞穂 自由形 高２ 吉田優花 愛み大瑞穂 バタフライ 高２
芹生泰佑 愛み大瑞穂 平泳ぎ 高２ 荻原美晴 ビート守山 自由形 高２
田中皐心 愛み大瑞穂 平泳ぎ 高２ 永田怜奈 豊田SS 平泳ぎ 高２
近藤貫太 愛み大瑞穂 個人メドレー 高２ 増田 妃菜 椙山女学園 自由形 高１

大石貫太郎 旭丘 平泳ぎ 高２ 中川果音 椙山女学園 個人メドレー 高２
B 加藤 遼馬 中京大中京 自由形 高２ 吉川友萌 中京大中京 自由形 高２

古池悠史 中京大中京 自由形 高１ 杉本らいむ 中京大中京 自由形 高１
A 坂本 琉耶 中京大中京 自由形 高２ A 小島 光丘 中京大中京 自由形 高１
A 岩村 航佑 中京大中京 自由形 高１ 芳村りこ 中京大中京 背泳ぎ 高２
A 佐野 太優 中京大中京 自由形 高１ 大澤憩 中京大中京 背泳ぎ 高２
A 伊藤 銀士 中京大中京 自由形 高２ 郡山怜佳 中京大中京 背泳ぎ 高２
B 鈴木 大智 中京大中京 自由形 高1 土佐天音 中京大中京 平泳ぎ 高２
B 早川 祐偉人 中京大中京 自由形 高１ 寺本帆乃香 中京大中京 バタフライ 高１
A 安江 勇貴 中京大中京 背泳ぎ 高２ 古井円花 中京大中京 バタフライ 高２

松本翔亜 中京大中京 背泳ぎ 高１ 水野紀杏 中京大中京 バタフライ 高２
松下直将 中京大中京 背泳ぎ 高２ 倉知かのん 中京大中京 個人メドレー 高１

A 倉橋 駿斗 中京大中京 平泳ぎ 高１ 山中小波 中京大中京 個人メドレー 高１
A 杉浦 凛汰郎 中京大中京 平泳ぎ 高２ 江神茉歩 東邦 バタフライ 高２

梅村己織 中京大中京 平泳ぎ 高１ 藤森真菜 東邦 個人メドレー 高２
A 三輪田 理央 中京大中京 バタフライ 高２ 黒柳温子 東邦 個人メドレー 高２
A 宮崎　瞬 中京大中京 バタフライ 高２ 松浦 百愛 豊川 自由形 高2
A 加藤　涼 中京大中京 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 高１ 加藤 めい 豊川 自由形 高2

永坂洋将 中京大中京 個人メドレー 高２ B 鈴木 琴心 豊川 自由形 高１
工藤蓮 中京大中京 個人メドレー 高１ A 佐藤 真論 豊川 自由形 高２

A 石原竜 東海 平泳ぎ 高２ A 福島 心響 豊川 バタフライ 高２
A 尾関 啓太 豊川 平泳ぎ 高１ B 大塚 華蓮 豊川 個人メドレー 高2
B 吉良 晧稀 豊川 自由形 高１ A 花山 彩良 豊川 自由形 高１
B 氏原 拓人 豊川 自由形 高２ 平山　桃 豊川 自由形 高２
A 笠原 大知 豊川 背泳ぎ 高２ 寺田 夢空 豊川 自由形 高２
B 野口 壱紳 豊川 背泳ぎ 高２ 横地　梢 豊川 自由形 高２

村田 李々冬 豊川 背泳ぎ 高２ 加藤 紗菜 豊川 背泳ぎ 高１
A 和田 望実 豊川 平泳ぎ 高１ 日極 るりか 豊川 背泳ぎ 高2
A 川人 玲温 豊川 平泳ぎ 高２ A 谷口　華 豊川 平泳ぎ 高１

青島 優津樹 豊川 平泳ぎ 高2 A 石渡　遥 豊川 平泳ぎ 高２
B 中山 虎之介 豊川 バタフライ 高1 高橋 美羽 豊川 平泳ぎ 高2

與川大起 豊川 バタフライ 高２ 沖苺花 豊川 平泳ぎ 高１
小川 慶将 豊川 個人メドレー 高2 A 太田 紗彩 豊川 バタフライ 高１
渡邉 真裕 豊川 個人メドレー 高２ B 本間 七夏 豊川 バタフライ 高１

B 熊野礼朗 豊橋SS 自由形 高２ A 木村 日咲 豊川 バタフライ 高２
宇野巧望 名古屋 自由形 高２ A 安達 真美 豊川 個人メドレー 高１
加藤嵐唯 名古屋 自由形 高１ A 鈴木 彩心 豊川 個人メドレー 高１
山口冬晟 名古屋 自由形 高２ 日比千裕 名古屋SC 自由形 高１
佐竹悠大 名古屋 背泳ぎ 高２ 酒井郁帆 平針SS 平泳ぎ 高２
井澤良介 名古屋 背泳ぎ 高１ 小林花音 日本福祉大付 自由形 高１

A 山崎倖太朗 名古屋 平泳ぎ 高２ 枡田日菜果 三好SA 自由形 高２
谷一輝 名古屋 平泳ぎ 高２

B 岡田弘斗 名古屋 バタフライ 高１
山田健輔 名古屋 バタフライ 高１
小畑捷人 名古屋 個人メドレー 高２
金子藍大 名古屋 個人メドレー 高１
山岡大悟 名古屋ＳＣ 平泳ぎ 高２
山田隼渡 東邦ＳＣ 個人メドレー 高２
楠村圭悟 平針SS 背泳ぎ 高２
竹田夏基 ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺 自由形 高２


