
Page    1
エントリー一覧 

自 背 平 バ 個
由 泳 泳 タ 人

日水連ｺｰﾄﾞ 氏  名 所属名 学年 登録№ 形 ぎ ぎ フ メ 距離 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ラ ド

年齢 イ レ
|

2022/06/24 7:21:55 SEIKO Swimming Results System

            小林　直樹 HOS OGURA 小6   36
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ  11 

○3   50m

            渡部　大喜 HOS OGURA 小6   63
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ  11 

○3   50m

            神宮司釉月 HOS OGURA 小5  139
ｼﾞﾝｸﾞｳｼ ﾕﾂﾞｷ  11 

○3  100m

            高田　息吹 HOS OGURA 小4  229
ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ  10 

○2   50m

            西村洸太朗 HOS OGURA 小3  342
ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ  9 

○2   50m

            山本　和瑚 HOS OGURA 小3  390
ﾔﾏﾓﾄ ﾜｺ  8 

○2   50m

            高橋由純穂 HOS OGURA 小3  412
ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞﾎ  8 

○2   50m

            松田　望杏 NSIﾏﾅﾃｨ 小5  103
ﾏﾂﾀﾞ ﾉｱ  11 

○3   50m

            沖　　泰成 NSIﾏﾅﾃｨ 小5  152
ｵｷ ﾀｲｾｲ  10 

○3   50m

            内海　律希 NSIﾏﾅﾃｨ 小5  167
ｳﾂﾐ ﾘﾂｷ  10 

○3   50m

            山本　崇太 NSIﾏﾅﾃｨ 小5  214
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ  10 

○3   50m

            南　　和花 NSIﾏﾅﾃｨ 小4  226
ﾐﾅﾐ ﾜｶ  10 

○2   50m

            浜谷　理子 NSIﾏﾅﾃｨ 小4  235
ﾊﾏﾔ ﾘｺ  10 

○2   50m

            荒井　花月 NSIﾏﾅﾃｨ 小4  236
ｱﾗｲ ﾊﾂﾞｷ  10 

○2   50m

            宮川　珠実 NSIﾏﾅﾃｨ 小3  354
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀﾏﾐ  9 

○2   50m

            小林明日香 NSIﾏﾅﾃｨ 小3  381
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ  9 

○2   50m

            田中　光哉 NSIﾏﾅﾃｨ 小3  382
ﾀﾅｶ ｺｳﾔ  8 

○2   50m

            沖　　優花 NSIﾏﾅﾃｨ 小3  413
ｵｷ ﾕｳｶ  8 

○2   50m

            森木　咲喜 NSIﾏﾅﾃｨ 小2  487
ﾓﾘｷ ｻｷ  7 

○1   50m
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            吉本　春美 NSIﾏﾅﾃｨ 小1  501
ﾖｼﾓﾄ ﾊﾙﾐ  7 

○1   50m

            井上　　紬 アクオン 小6   20
ｲﾉｳｴ ﾂﾑｷﾞ  12 

○3   50m

            大城　蒼真 アクオン 小6   51
ｵｵｼﾛ ｿｳﾏ  11 

○3   50m

            粟津　大雅 アクオン 小6   71
ｱﾜﾂﾞ ﾀｲｶﾞ  11 

○3   50m

            伊藤　玲奈 アクオン 小6   93
ｲﾄｳ ﾚﾅ  11 

○3   50m

            寺岡　古都 アクオン 小6  100
ﾃﾗｵｶ ｺﾄ  11 

○3   50m

            馬場　栞那 アクオン 小5  107
ﾊﾞﾝﾊﾞ ｶﾝﾅ  11 

○3   50m

            富永　紘介 アクオン 小5  114
ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｽｹ  11 

○3   50m

            吉川　宗克 アクオン 小5  120
ﾖｼｶﾜ ｿｳﾀ  11 

○3   50m

            中尾　美尋 アクオン 小5  127
ﾅｶｵ ﾐﾋﾛ  11 

○3   50m

            地石龍乃丞 アクオン 小5  130
ﾁｾｷ ﾘｭｳﾉｽｹ  11 

○3   50m

            合田　晟大 アクオン 小5  144
ｱｲﾀﾞ ｾｲﾀ  11 

○3   50m

            山田　諦道 アクオン 小5  156
ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾐﾁ  10 

○3   50m

            西村　寧々 アクオン 小5  177
ﾆｼﾑﾗ ﾈﾈ  10 

○3   50m

            永尾　蒼天 アクオン 小5  201
ﾅｶﾞｵ ｿﾗ  10 

○3   50m

            石貫　壮真 アクオン 小5  204
ｲｼﾇｷ ｿｳﾏ  10 

○3   50m

            大城すみれ アクオン 小5  208
ｵｵｼﾛ ｽﾐﾚ  10 

○3   50m

            髙木　志保 アクオン 小5  209
ﾀｶｷﾞ ｼﾎ  10 

○3   50m

            吉野　聡希 アクオン 小4  267
ﾖｼﾉ ｻﾄｷ  9 

○2   50m
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            前田　　礼 アクオン 小3  362
ﾏｴﾀﾞ ﾚｲ  9 

○2   25m

            谷口日菜未 アクオン 小3  370
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾅﾐ  9 

○2   50m

            寺岡　　洛 アクオン 小3  386
ﾃﾗｵｶ ﾗｸ  8 

○2   50m

            永尾　怜大 アクオン 小3  393
ﾅｶﾞｵ ﾘｮｳﾀ  8 

○2   50m

            地石　百伽 アクオン 小3  407
ﾁｾｷ ﾓﾓｶ  8 

○2   50m

            馬場　千綾 アクオン 小3  432
ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾁｱﾔ  8 

○2   50m

            髙木　咲希 アクオン 小2  438
ﾀｶｷﾞ ｻｷ  8 

○1   50m

            中尾　春陽 アクオン 小2  439
ﾅｶｵ ﾊﾙﾋ  8 

○1   50m

            大城あずみ アクオン 小2  472
ｵｵｼﾛ ｱｽﾞﾐ  7 

○1   50m

            田中　湊人 アクオン 小2  486
ﾀﾅｶ ﾐﾅﾄ  7 

○1   50m

            数馬さくら アクオン 小1  502
ｶｽﾞﾏ ｻｸﾗ  7 

○1   50m

            永尾　忠大 アクオン 小1  511
ﾅｶﾞｵ ﾀﾀﾞﾋﾛ  7 

○1   50m

            谷口　聡太 アクオン 小1  516
ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ  6 

○1   50m

            馬場　依愛 アクオン 小1  527
ﾊﾞﾝﾊﾞ ｲﾁｶ  6 

○1   50m

            松倉　未來 アテイン京都 小5  108
ﾏﾂｸﾗ ﾐﾗｲ  11 

○3   50m

            北門　葵衣 アテイン京都 小5  133
ｷﾀｶﾄﾞ ｱｵｲ  11 

○3   50m

            井上　　翠 アテイン京都 小5  150
ｲﾉｳｴ ｽｲ  10 

○3   50m

            矢野遼一郎 アテイン京都 小5  158
ﾔﾉ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ  10 

○3   50m

            四方　汰知 アテイン京都 小4  301
ｼｶﾀ ﾀｲﾁ  9 

○2   50m
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            辻子　祐輔 アテイン京都 小3  358
ﾂｼﾞｺ ﾕｳｽｹ  9 

○2   25m

            野村　悠真 アテイン京都 小3  359
ﾉﾑﾗ ﾕｳﾏ  9 

○2   50m

            松井森太朗 アテイン京都 小3  372
ﾏﾂｲ ｼﾝﾀﾛｳ  9 

○2   50m

            平井凜太郎 アテイン京都 小3  373
ﾋﾗｲ ﾘﾝﾀﾛｳ  9 

○2   50m

            土橋　瑠奈 アテイン京都 小3  415
ﾂﾁﾊｼ ﾙﾅ  8 

○2   50m

            西川　沙耶 アテイン京都 小3  423
ﾆｼｶﾜ ｻﾔ  8 

○2   50m

            北門　美咲 アテイン京都 小3  435
ｷﾀｶﾄﾞ ﾐｻｷ  8 

○2   50m

            加藤　佳頌 アテイン京都 小2  450
ｶﾄｳ ｹｲｼｮｳ  8 

○1   50m

            宇野　愛夏 アテイン京都 小2  451
ｳﾉ ｱｲｶ  8 

○1   50m

            木田　重耶 アテイン京都 小2  456
ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  8 

○1   50m

            山口　　希 アテイン京都 小2  458
ﾏﾔｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ  8 

○1   50m

            矢野菜帆子 アテイン京都 小2  465
ﾔﾉ ﾅﾎｺ  7 

○1   25m

            有田　圭輔 アテイン京都 小2  494
ｱﾘﾀ ｹｲｽｹ  7 

○1   50m

            酒井　六花 アテイン京都 小1  508
ｻｶｲ ﾘｯｶ  7 

○1   25m

            飛岡　　麻 アテイン京都 小1  514
ﾄﾋﾞｵｶ ｱｻ  7 

○1   25m

            島津　奏太 アテイン京都 小1  520
ｼﾏﾂﾞ ｿｳﾀ  6 

○1   50m

            平山　朋里 イトマン京都 小6    3
ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓﾘ  12 

○3  100m

            西井　菜緒 イトマン京都 小6    4
ﾆｼｲ ﾅｵ  12 

○3  100m

            横田　　蒼 イトマン京都 小6    5
ﾖｺﾀ ｱｵｲ  12 

○3   50m
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            奥村　娃美 イトマン京都 小6   10
ｵｸﾑﾗ ｱｲﾐ  12 

○3   50m

            福知　冴月 イトマン京都 小6   14
ﾌｸﾁ ｻﾂｷ  12 

○3   50m

            青沼　凪紗 イトマン京都 小6   18
ｱｵﾇﾏ ﾅｷﾞｻ  12 

○3   50m

            藤田　大登 イトマン京都 小6   19
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ  12 

○3   50m

            伊藤　慈人 イトマン京都 小6   30
ｲﾄｳ ﾖｼﾄ  12 

○3  100m

            田　　陽介 イトマン京都 小6   33
ﾃﾞﾝ ﾖｳｽｹ  11 

○3   50m

            山地　亜海 イトマン京都 小6   37
ﾔﾏｼﾞ ｱﾐ  11 

○3   50m

            木村　颯太 イトマン京都 小6   39
ｷﾑﾗ ｿｳﾀ  11 

○3   50m

            上田　凉雅 イトマン京都 小6   42
ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ  11 

○3   50m

            前田実沙樹 イトマン京都 小6   50
ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｷ  11 

○3   50m

            山下　永翔 イトマン京都 小6   52
ﾔﾏｼﾀ ｴｲﾄ  11 

○3   50m

            植田結太朗 イトマン京都 小6   57
ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ  11 

○3  100m

            大西望功士 イトマン京都 小6   59
ｵｵﾆｼ ﾐｸﾄ  11 

○3  100m

            森　　脩吾 イトマン京都 小6   60
ﾓﾘ ｼｭｳｺﾞ  11 

○3  100m

            可児彩莉奈 イトマン京都 小6   61
ｶﾆ ｻﾘﾅ  11 

○3  100m

            山内　紗菜 イトマン京都 小6   65
ﾔﾏｳﾁ ｻﾅ  11 

○3   50m

            藤本　拓未 イトマン京都 小6   69
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ  11 

○3   50m

            保日部蓮佑 イトマン京都 小6   70
ﾎｶﾍﾞ ﾚﾝｽｹ  11 

○3   50m

            南部　愛佳 イトマン京都 小6   72
ﾅﾝﾌﾞ ｱｲｶ  11 

○3   50m
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            西村友莉子 イトマン京都 小6   75
ﾆｼﾑﾗ ﾕﾘｺ  11 

○3  200m

            奥田　爽介 イトマン京都 小6   82
ｵｸﾀﾞ ｿｳｽｹ  11 

○3  100m

            灰方　裕文 イトマン京都 小6   84
ﾊｲｶﾀ ﾋﾛﾌﾐ  11 

○3   50m

            林　可南実 イトマン京都 小6   85
ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ  11 

○3   50m

            小林　佳奈 イトマン京都 小6   91
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ  11 

○3  100m

            藤敦　桜子 イトマン京都 小5  102
ﾌｼﾞﾂﾙ ｻｸﾗｺ  11 

○3  100m

            桝本　成汰 イトマン京都 小5  105
ﾏｽﾓﾄ ﾅﾙﾀ  11 

○3   50m

            米山　　颯 イトマン京都 小5  112
ﾖﾈﾔﾏ ｻﾂｷ  11 

○3  100m

            米山　　栞 イトマン京都 小5  113
ﾖﾈﾔﾏ ｼｵﾘ  11 

○3   50m

            川島　颯介 イトマン京都 小5  117
ｶﾜｼﾏ ｿｳｽｹ  11 

○3   50m

            桑原　　凛 イトマン京都 小5  118
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾝ  11 

○3  200m

            山口　瑞月 イトマン京都 小5  124
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ  11 

○3  100m

            真辺凛太朗 イトマン京都 小5  125
ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ  11 

○3  100m

            平川　櫂士 イトマン京都 小5  131
ﾋﾗｶﾜ ｶｲﾄ  11 

○3  100m

            諸上　月咲 イトマン京都 小5  138
ﾓﾛｶﾐ ﾂｶｻ  11 

○3   50m

            工藤　逞叶 イトマン京都 小5  140
ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾄ  11 

○3  200m

            吉村　友杏 イトマン京都 小5  141
ﾖｼﾑﾗ ﾕｱﾝ  11 

○3  100m

            西山　空良 イトマン京都 小5  151
ﾆｼﾔﾏ ｿﾗ  10 

○3  100m

            井上　絢乃 イトマン京都 小5  155
ｲﾉｳｴ ｱﾔﾉ  10 

○3   50m
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            和田　栞璃 イトマン京都 小5  157
ﾜﾀﾞ ｼｵﾘ  10 

○3  100m

            若林かほり イトマン京都 小5  161
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾎﾘ  10 

○3  100m

            岩鼻　幸輝 イトマン京都 小5  170
ｲﾜﾊﾅ ｺｳｷ  10 

○3  100m

            道岡　京香 イトマン京都 小5  171
ﾐﾁｵｶ ｷｮｳｶ  10 

○3  100m

            乾　　有彩 イトマン京都 小5  174
ｲﾇｲ ｱﾘｻ  10 

○3   50m

            村上　紗英 イトマン京都 小5  175
ﾑﾗｶﾐ ｻｴ  10 

○3   50m

            西山　あこ イトマン京都 小5  176
ﾆｼﾔﾏ ｱｺ  10 

○3   50m

            野村　　葵 イトマン京都 小5  185
ﾉﾑﾗ ｱｵｲ  10 

○3  100m

            正木　翔琉 イトマン京都 小5  187
ﾏｻｷ ｶｹﾙ  10 

○3   50m

            髙橋　来実 イトマン京都 小5  192
ﾀｶﾊｼ ｸﾙﾐ  10 

○3   50m

            矢野　朔都 イトマン京都 小5  197
ﾔﾉ ｻｸﾄ  10 

○3  100m

            竹中　一颯 イトマン京都 小5  198
ﾀｹﾅｶ ｲｯｻ  10 

○3  100m

            田中　寛人 イトマン京都 小5  200
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ  10 

○3  100m

            大槻　怜愛 イトマン京都 小4  230
ｵｵﾂｷ ﾚｲﾅ  10 

○2   50m

            大竹　里沙 イトマン京都 小4  240
ｵｵﾀｹ ﾘｻ  10 

○2  100m

            水野由梨奈 イトマン京都 小4  248
ﾐｽﾞﾉ ﾕﾘﾅ  10 

○2   50m

            岩田　圭悟 イトマン京都 小4  249
ｲﾜﾀ ｹｲｺﾞ  10 

○2   50m

            岩﨑愛之介 イトマン京都 小4  251
ｲﾜｻｷ ｱｲﾉｽｹ  10 

○2   50m

            梅田　結平 イトマン京都 小4  265
ｳﾒﾀﾞ ｷｯﾍﾟｲ  10 

○2   50m
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            川上　和香 イトマン京都 小4  269
ｶﾜｶﾐ ﾜｶ  9 

○2   50m

            堀江　桔平 イトマン京都 小4  279
ﾎﾘｴ ｷｯﾍﾟｲ  9 

○2   25m

            辻井　千裕 イトマン京都 小4  280
ﾂｼﾞｲ ﾁﾋﾛ  9 

○2   50m

            中沢　　漣 イトマン京都 小4  281
ﾅｶｻﾞﾜ ﾚﾝ  9 

○2   50m

            橋本　栞七 イトマン京都 小4  284
ﾊｼﾓﾄ ｶﾝﾅ  9 

○2   50m

            大河原敬仁 イトマン京都 小4  287
ｵｵｶﾜﾗ ﾕｷﾋﾄ  9 

○2   50m

            池内　あを イトマン京都 小4  288
ｲｹｳﾁ ｱｦ  9 

○2   50m

            大下　　漣 イトマン京都 小4  299
ｵｵｼﾀ ﾚﾝ  9 

○2   50m

            山下　紗和 イトマン京都 小4  308
ﾔﾏｼﾀ ｻﾜ  9 

○2   50m

            南出　優珂 イトマン京都 小4  314
ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾕｳｶ  9 

○2   50m

            金谷　茜里 イトマン京都 小4  318
ｶﾅﾔ ｱｶﾘ  9 

○2   50m

            髙山　龍真 イトマン京都 小4  320
ﾀｶﾔﾏ ﾘｭｳﾏ  9 

○2   50m

            板東　沙樹 イトマン京都 小4  322
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｻｷ  9 

○2   50m

            清水　玲玖 イトマン京都 小4  324
ｼﾐｽﾞ ﾚｸ  9 

○2   50m

            能勢　隼斗 イトマン京都 小4  325
ﾉｾ ﾊﾔﾄ  9 

○2   50m

            陳　　知行 イトマン京都 小4  331
ﾁﾝ ﾄﾓﾕｷ  9 

○2   50m

            黄山　乃亜 イトマン京都 小4  333
ｺｳﾔﾏ ﾉｱ  9 

○2   50m

            河原﨑美咲 イトマン京都 小4  336
ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾐｻｷ  9 

○2   50m

            北村陽奈子 イトマン京都 小3  343
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅｺ  9 

○2   50m



Page    9
エントリー一覧 

自 背 平 バ 個
由 泳 泳 タ 人

日水連ｺｰﾄﾞ 氏  名 所属名 学年 登録№ 形 ぎ ぎ フ メ 距離 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ラ ド

年齢 イ レ
|

2022/06/24 7:21:56 SEIKO Swimming Results System

            吉田　乃彩 イトマン京都 小3  347
ﾖｼﾀﾞ ﾉｱ  9 

○2   50m

            藤敦　　新 イトマン京都 小3  350
ﾌｼﾞﾂﾙ ｱﾗﾀ  9 

○2   50m

            岡山　　詩 イトマン京都 小3  352
ｵｶﾔﾏ ｳﾀ  9 

○2   25m

            田村　侑大 イトマン京都 小3  357
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ  9 

○2   50m

            髙井　弥人 イトマン京都 小3  360
ﾀｶｲ ﾔﾋﾄ  9 

○2   50m

            有本　大峨 イトマン京都 小3  361
ｱﾘﾓﾄ ﾀｲｶﾞ  9 

○2   50m

            長谷川明彩 イトマン京都 小3  364
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷｻ  9 

○2   50m

            安達　優莉 イトマン京都 小3  368
ｱﾀﾞﾁ ﾕﾘ  9 

○2   50m

            道岡　　仁 イトマン京都 小3  391
ﾐﾁｵｶ ｼﾞﾝ  8 

○2   50m

            大西　美璃 イトマン京都 小3  402
ｵｵﾆｼ ﾐﾘ  8 

○2   50m

            大谷　　朔 イトマン京都 小3  410
ｵｵﾀﾆ ｻｸ  8 

○2   50m

            青谷　知花 イトマン京都 小3  416
ｱｵﾀﾆ ﾁｶ  8 

○2   50m

            岩鼻　奏輝 イトマン京都 小3  425
ｲﾜﾊﾅ ｿｳｷ  8 

○2   50m

            辻井　裕衣 イトマン京都 小3  428
ﾂｼﾞｲ ﾕｳｲ  8 

○2   50m

            矢野　花果 イトマン京都 小3  431
ﾔﾉ ﾊﾅｶ  8 

○2   25m

            山口　和真 イトマン京都 小2  448
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ  8 

○1   50m

            村山　日香 イトマン京都 小2  449
ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙｶ  8 

○1   25m

            戸田　晴人 イトマン京都 小2  452
ﾄﾀﾞ ﾊﾙﾄ  8 

○1   50m

            竹内　　葵 イトマン京都 小2  453
ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ  8 

○1   50m
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            木村　果乃 イトマン京都 小2  454
ｷﾑﾗ ｶﾉ  8 

○1   50m

            谷田百々花 イトマン京都 小2  459
ﾀﾆﾀﾞ ﾓﾓｶ  8 

○1   50m

            芳井　尋平 イトマン京都 小2  461
ﾖｼｲ ｼﾞﾝﾍﾟｲ  7 

○1   50m

            金津　　凜 イトマン京都 小2  463
ｶﾅﾂﾞ ﾘﾝ  7 

○1   50m

            山田　渓悟 イトマン京都 小2  470
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ  7 

○1   25m

            三上　陽葵 イトマン京都 小2  478
ﾐｶﾐ ﾊﾙｷ  7 

○1   50m

            岩本　柚葉 イトマン京都 小2  483
ｲﾜﾓﾄ ﾕｽﾞﾊ  7 

○1   50m

            工藤　優珠 イトマン京都 小2  489
ｸﾄﾞｳ ﾕｽﾞ  7 

○1   50m

            西本　佳穏 イトマン京都 小2  495
ﾆｼﾓﾄ ｶﾉﾝ  7 

○1   50m

            植田　朗太 イトマン京都 小1  500
ｳｴﾀﾞ ﾛｳﾀ  7 

○1   50m

            倉橋　駿仁 イトマン京都 小1  506
ｸﾗﾊｼ ﾊﾔﾄ  7 

○1   25m

            乾　　貴彦 イトマン京都 小1  513
ｲﾇｲ ﾀｶﾋｺ  7 

○1   25m

            陳　　知祺 イトマン京都 小1  515
ﾁﾝ ﾁｷ  6 

○1   50m

            髙山　勝真 イトマン京都 小1  524
ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾏ  6 

○1   25m

            庄司　　暉 イトマン京都 小1  530
ｼｮｳｼﾞ ｱｷ  6 

○1   50m

            房内　颯佑 コナミ伏見 小6   13
ﾌｻｳﾁ ｿｳｽｹ  12 

○3  200m

            伊藤　琥珀 コナミ伏見 小6   23
ｲﾄｳ ｺﾊｸ  12 

○3  200m

            土増　凌央 コナミ伏見 小6   89
ﾄﾞﾏｽ ﾘｮｳ  11 

○3  200m

            斉藤　裕太 コナミ伏見 小5  165
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ  10 

○3   50m
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            原田　幸音 コナミ伏見 小5  215
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾈ  10 

○3   50m

            沖　　汐莉 コナミ伏見 小4  221
ｵｷ ｼｵﾘ  10 

○2  100m

            堀川　玄惺 コナミ伏見 小4  222
ﾎﾘｶﾜ ｹﾞﾝｼﾝ  10 

○2  100m

            田中　謙伸 コナミ伏見 小4  233
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾝ  10 

○2  100m

            石井　蒼馬 コナミ伏見 小4  242
ｲｼｲ ｿｳﾏ  10 

○2   50m

            小松　珠花 コナミ伏見 小4  250
ｺﾏﾂ ｼﾞｭｶ  10 

○2  100m

            和田　來花 コナミ伏見 小3  367
ﾜﾀﾞ ｺﾉﾊ  9 

○2   50m

            堀　　正慧 コナミ伏見 小3  371
ﾎﾘ ﾏｻﾄ  9 

○2   50m

            中村　　杏 コナミ伏見 小3  395
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ  8 

○2   50m

            米川　永翔 コナミ伏見 小3  409
ﾖﾈｶﾜ ｴｲﾄ  8 

○2   50m

            西村　華帆 コナミ伏見 小3  424
ﾆｼﾑﾗ ｶﾎ  8 

○2   50m

            寺田翔太朗 コナミ伏見 小3  436
ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ  8 

○2   50m

            山嵜　　蘭 コナミ伏見 小2  444
ﾔﾏｻﾞｷ ﾗﾝ  8 

○1   50m

            喜山　夏芽 コナミ伏見 小2  464
ｷﾔﾏ ﾅﾂﾒ  7 

○1   50m

            井上紗代子 コナミ伏見 小2  467
ｲﾉｳｴ ｻﾖｺ  7 

○1   50m

            松本　瑳久 コナミ伏見 小2  484
ﾏﾂﾓﾄ ｻｸ  7 

○1   50m

            堀　　海大 コナミ伏見 小2  485
ﾎﾘ ｶｲﾄ  7 

○1   50m

            細矢　哲太 コナミ伏見 小2  493
ﾎｿﾔ ﾃｯﾀ  7 

○1   50m

            畑仲　睦己 コパン宇治 小6   22
ﾊﾀﾅｶ ﾑﾂｷ  12 

○3  200m
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            小原　由愛 コパン宇治 小6   24
ｵﾊﾗ ﾕﾅ  12 

○3  100m

            北野　杏奈 コパン宇治 小6   49
ｷﾀﾉ ｱﾝﾅ  11 

○3   50m

            北條　源斗 コパン宇治 小6   56
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐﾅﾄ  11 

○3  200m

            重命　真琴 コパン宇治 小6   67
ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾏｺ  11 

○3   50m

            中嶋　翔太 コパン宇治 小6   92
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ  11 

○3   50m

            水谷　　航 コパン宇治 小6   96
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾜﾀﾙ  11 

○3  100m

            三宅　いち コパン宇治 小5  116
ﾐﾔｹ ｲﾁ  11 

○3   50m

            安井　まこ コパン宇治 小5  137
ﾔｽｲ ﾏｺ  11 

○3   50m

            市岡佑太朗 コパン宇治 小5  149
ｲﾁｵｶ ﾕｳﾀﾛｳ  11 

○3   50m

            樫藤　乃愛 コパン宇治 小5  195
ｶｼﾌｼﾞ ﾉｱ  10 

○3   50m

            大林　歩優 コパン宇治 小5  207
ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾌｳ  10 

○3   50m

            中之　　萌 コパン宇治 小5  211
ﾅｶﾉ ﾓｴ  10 

○3   50m

            山本　彩生 コパン宇治 小4  217
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ  10 

○2   50m

            明石　一夏 コパン宇治 小4  270
ｱｶｼ ｲﾁｶ  9 

○2  100m

            村上　陽汰 コパン宇治 小4  275
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾀ  9 

○2   50m

            村上　煌汰 コパン宇治 小4  276
ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀ  9 

○2   50m

            奥田　晃生 コパン宇治 小4  298
ｵｸﾀﾞ ｺｳｷ  9 

○2   50m

            坂元　咲都 コパン宇治 小4  303
ｻｶﾓﾄ ｻﾄ  9 

○2   50m

            羽根田美来 コパン宇治 小4  326
ﾊﾈﾀﾞ ﾐﾗｲ  9 

○2   50m
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            嶋村明花莉 コパン宇治 小4  328
ｼﾏﾑﾗ ｱｶﾘ  9 

○2   50m

            塚本　美菜 コパン宇治 小3  348
ﾂｶﾓﾄ ﾐﾅ  9 

○2   50m

            足達慎之助 コパン宇治 小3  403
ｱﾀﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ  8 

○2   50m

            安永湊一郎 コパン宇治 小3  414
ﾔｽﾅｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ  8 

○2   50m

            中村　友翔 サンスポーツ 小4  220
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ  10 

○2   50m

            河島　青空 サンスポーツ 小4  237
ｶﾜｼﾏ ｾｲﾗ  10 

○2   50m

            川井　絢乃 サンスポーツ 小4  245
ｶﾜｲ ｱﾔﾉ  10 

○2   50m

            松元　　葵 サンスポーツ 小4  247
ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ  10 

○2   50m

            荻野　夏帆 サンスポーツ 小4  260
ｵｷﾞﾉ ｶﾎ  10 

○2   50m

            谷口　碧咲 サンスポーツ 小4  261
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｻｷ  10 

○2   50m

            島野　真守 サンスポーツ 小4  272
ｼﾏﾉ ﾏﾓﾙ  9 

○2   50m

            中村　花菜 サンスポーツ 小4  290
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ  9 

○2   50m

            石田　千尋 サンスポーツ 小4  312
ｲｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ  9 

○2   50m

            井上　愛彩 サンスポーツ 小4  334
ｲﾉｳｴ ｱｲｻ  9 

○2   50m

            滝沢　花奈 サンスポーツ 小3  351
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾅ  9 

○2   50m

            牧　愛香莉 サンスポーツ 小3  353
ﾏｷ ｱｶﾘ  9 

○2   50m

            武田　　遼 サンスポーツ 小3  365
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳ  9 

○2   50m

            松山　愛佳 サンスポーツ 小3  380
ﾏﾂﾔﾏ ｱｲｶ  9 

○2   50m

            上羽　南実 サンスポーツ 小3  422
ｳｴﾊﾞ ﾐﾅﾐ  8 

○2   50m
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            谷口　優菜 サンスポーツ 小2  460
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾅ  8 

○1   25m

            中村　葉咲 サンスポーツ 小2  462
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ  7 

○1   25m

            椙村陽菜乃 サンスポーツ 小2  497
ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾅﾉ  7 

○1   25m

            森永　凌我 スイトピア 小6    2
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｮｳｶﾞ  12 

○3  200m

            林　　芽吹 スイトピア 小6   26
ﾊﾔｼ ﾒﾌﾞｷ  12 

○3  200m

            潮海　咲良 スイトピア 小6   83
ｼｵﾐ ｻｸﾗ  11 

○3  100m

            森田　祐加 スイトピア 小6   86
ﾓﾘﾀ ﾕｶ  11 

○3   50m

            池添　将矢 スイトピア 小5  109
ｲｹｿﾞｴ ﾏｻﾔ  11 

○3   50m

            田崎　陽琉 スイトピア 小5  111
ﾀｻｷ ﾊﾙ  11 

○3   50m

            五十嵐　庸 スイトピア 小5  129
ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳ  11 

○3   50m

            臼井ひより スイトピア 小5  148
ｳｽｲ ﾋﾖﾘ  11 

○3   50m

            橋本　穂香 スイトピア 小5  193
ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ  10 

○3   50m

            今屋　柊亮 スイトピア 小5  203
ｲﾏﾔ ｼｭｳｽｹ  10 

○3   50m

            増田　　凛 スイトピア 小5  212
ﾏｽﾀﾞ ﾘﾝ  10 

○3   50m

            山本　瑛大 スイトピア 小4  224
ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾀ  10 

○2   50m

            平井　隆斗 スイトピア 小4  227
ﾋﾗｲ ﾘｭｳﾄ  10 

○2   50m

            橋本　一樹 スイトピア 小4  239
ﾊｼﾓﾄ ｲﾂｷ  10 

○2   50m

            山口　柚帆 スイトピア 小4  254
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾎ  10 

○2   50m

            人見　　杏 スイトピア 小4  257
ﾋﾄﾐ ｱﾝ  10 

○2   50m
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            中森玲依斗 スイトピア 小4  262
ﾅｶﾓﾘ ﾚｲﾄ  10 

○2   50m

            小塚　雄星 スイトピア 小4  273
ｺﾂﾞｶ ﾕｳｾｲ  9 

○2   50m

            小塚　菜月 スイトピア 小4  274
ｺﾂﾞｶ ﾅﾂｷ  9 

○2   50m

            蒔田　悠惺 スイトピア 小4  292
ﾏｷﾀ ﾕｳｾｲ  9 

○2   50m

            笠間　友月 スイトピア 小4  295
ｶｻﾏ ﾕﾂﾞｷ  9 

○2   50m

            河村　杏奈 スイトピア 小4  309
ｶﾜﾑﾗ ｱﾝﾅ  9 

○2   50m

            井川　結心 スイトピア 小4  321
ｲｶﾜ ﾕｲ  9 

○2   50m

            長谷川陽葵 スイトピア 小3  341
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ  9 

○2   50m

            薮内　智葉 スイトピア 小3  345
ﾔﾌﾞｳﾁ ﾄﾓﾊ  9 

○2   50m

            上田　早紀 スイトピア 小3  346
ｳｴﾀﾞ ｻｷ  9 

○2   50m

            津田　優太 スイトピア 小3  385
ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ  8 

○2   50m

            大邊　　葵 スイトピア 小3  392
ｵｵﾍﾞ ｱｵｲ  8 

○2   50m

            吉岡　　咲 スイトピア 小3  396
ﾖｼｵｶ ｻｷ  8 

○2   50m

            河村　彩琥 スイトピア 小3  397
ｶﾜﾑﾗ ｱｺ  8 

○2   50m

            藤原　寿乃 スイトピア 小2  441
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾄﾉ  8 

○1   50m

            笠間　紫織 スイトピア 小2  442
ｶｻﾏ ｼｵﾘ  8 

○1   50m

            潮海　大和 スイトピア 小2  443
ｼｵﾐ ﾔﾏﾄ  8 

○1   50m

            南條　颯汰 スイトピア 小2  468
ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾊﾔﾀ  7 

○1   50m

            當麻　明澄 スイトピア 小2  469
ﾀｲﾏ ｱｽﾑ  7 

○1   50m
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            橋本　航汰 スイトピア 小2  471
ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ  7 

○1   50m

            中森結生斗 スイトピア 小2  480
ﾅｶﾓﾘ ﾕｲﾄ  7 

○1   50m

            蒔田　紗弓 スイトピア 小2  481
ﾏｷﾀ ｻﾕﾐ  7 

○1   50m

            岩本　咲梨 スイトピア 小2  482
ｲﾜﾓﾄ ｴﾐﾘ  7 

○1   50m

            米沢　登介 スイトピア 小2  490
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾄｳｽｹ  7 

○1   50m

            高橋奎太郎 スイトピア 小1  507
ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ  7 

○1   50m

            藤原　涼乃 スイトピア 小1  509
ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｽﾞﾉ  7 

○1   50m

            河村　柚奈 スイトピア 小1  518
ｶﾜﾑﾗ ﾕｲﾅ  6 

○1   50m

            久保翔太朗 スイトピア 小1  521
ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ  6 

○1   50m

            木田　靖人 スイトピア 小1  522
ｷﾀﾞ ﾔｽﾄ  6 

○1   50m

            鈴木　梨央 スイトピア 小1  523
ｽｽﾞｷ ﾘｵ  6 

○1   50m

            出水　基就 スイトピア 小1  529
ｲｽﾞﾐ ﾓﾄﾅﾘ  6 

○1   50m

            羽山　春香 スイトピア 小1  531
ﾊﾔﾏ ﾊﾙｶ  6 

○1   50m

            石原　愛結 スイトピア 小1  532
ｲｼﾊﾗ ｱﾕ  6 

○1   50m

            山根　結菜 ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 小6    6
ﾔﾏﾈ ﾕﾅ  12 

○3   50m

            大野　稜真 ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 小6    9
ｵｵﾉ ﾘｮｳﾏ  12 

○3   50m

            安田　陽人 ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 小6   16
ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ  12 

○3   50m

            八田　朱莉 ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 小5  194
ﾊｯﾀ ｱｶﾘ  10 

○3   50m

            岡島　心星 ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 小4  263
ｵｶｼﾞﾏ ｺｺｾ  10 

○2   50m
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            岡島　心望 ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 小4  264
ｵｶｼﾞﾏ ｺｺﾐ  10 

○2   50m

            田中慎之助 ｾﾝﾄﾗﾙ太秦 小3  344
ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ  9 

○2   50m

            嶋本　璃子 ナカジマＳＣ 小6   12
ｼﾏﾓﾄ ﾘｺ  12 

○3   50m

            岡本　和眞 ナカジマＳＣ 小6   28
ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ  12 

○3  100m

            岡本　大和 ナカジマＳＣ 小6   29
ｵｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ  12 

○3   50m

            川上翔士朗 ナカジマＳＣ 小6   32
ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｼﾞﾛｳ  11 

○3   50m

            末成　佑愛 ナカジマＳＣ 小6   35
ｽｴﾅﾘ ﾕﾒ  11 

○3  100m

            須藤　伍生 ナカジマＳＣ 小6   45
ｽﾄﾞﾞｳ ｲﾂｷ  11 

○3   50m

            中野　晴仁 ナカジマＳＣ 小6   81
ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ  11 

○3   50m

            古谷　佳子 ナカジマＳＣ 小5  119
ﾌﾙﾔ ｶｺ  11 

○3   50m

            中西　優月 ナカジマＳＣ 小5  166
ﾅｶﾆｼ ﾕﾂﾞｷ  10 

○3   50m

            宮﨑　大地 ナカジマＳＣ 小5  169
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ  10 

○3   50m

            竹井　　直 ナカジマＳＣ 小5  210
ﾀｹｲ ﾅｵ  10 

○3  100m

            末成　杏花 ナカジマＳＣ 小4  338
ｽｴﾅﾘ ﾓﾓｶ  9 

○2   50m

            山本　航世 ピノスSS 小6    1
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ  12 

○3   50m

            藤井　　玲 ピノスSS 小6    8
ﾌｼﾞｲ ｻﾔｶ  12 

○3   50m

            澤　　伸樹 ピノスSS 小6   44
ｻﾜ ﾉﾌﾞｷ  11 

○3   50m

            奥田　望来 ピノスSS 小6   46
ｵｸﾀﾞ ﾐｸ  11 

○3   50m

            梅田花那子 ピノスSS 小6   87
ｳﾒﾀﾞ ｶﾔｺ  11 

○3   50m
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            五十棲　葵 ピノスSS 小6  147
ｲｿｽﾞﾐ ｱｵｲ  11 

○3   50m

            大山　慶太 ピノスSS 小5  153
ｵｵﾔﾏ ｹｲﾀ  10 

○3   50m

            幸山　柚南 ピノスSS 小5  178
ｺｳﾔﾏ ﾐﾅﾐ  10 

○3   50m

            藤橋　　翼 ピノスSS 小5  184
ﾌｼﾞﾊｼ ﾂﾊﾞｻ  10 

○3   50m

            飯田　倖光 ピノスSS 小4  218
ｲｲﾀﾞ ﾕｷﾐﾂ  10 

○2   25m

            松崎陽菜子 ピノスSS 小4  231
ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾅｺ  10 

○2   50m

            八若　　航 ピノスSS 小4  304
ﾔﾜｶ ﾜﾀﾙ  9 

○2   25m

            石田　　陸 ピノスSS 小4  330
ｲｼﾀﾞ ﾘｸ  9 

○2   25m

            山本　櫂璃 ピノスSS 小4  332
ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾘ  9 

○2   25m

            阪田　実莉 ピノスSS 小3  388
ｻｶﾀ ﾐﾉﾘ  8 

○2   25m

            田中　穏空 ピノスSS 小3  406
ﾀﾅｶ ｼｽﾞｸ  8 

○2   25m

            小島　遼也 ピノスSS 小3  418
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ  8 

○2   25m

            伊藤　美月 ピノスSS 小3  426
ｲﾄｳ ﾐﾂｷ  8 

○2   25m

            小埜　　諾 ピノスSS 小3  429
ｵﾉ ﾀﾞｸ  8 

○2   25m

            藤橋　　葵 ピノスSS 小2  476
ﾌｼﾞﾊｼ ｱｵｲ  7 

○1   25m

            宮下　純征 ピノスSS 小1  510
ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ  7 

○1   50m

            加藤　結稀 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小6   31
ｶﾄｳ ﾕｷ  12 

○3  100m

            森口　芽衣 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小6   62
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾒｲ  11 

○3  100m

            小﨑　優成 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小5  146
ｺｻﾞｷ ﾕｳｾｲ  11 

○3  100m
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            安藤　雅人 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小5  183
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ  10 

○3   50m

            齋藤　結陽 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小5  190
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾋ  10 

○3  100m

            角　　大梛 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小4  238
ｽﾐ ﾀﾞｲﾅ  10 

○2   50m

            八田心之介 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小4  255
ﾊｯﾀ ｼﾝﾉｽｹ  10 

○2   50m

            北島　日向 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小4  266
ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ  9 

○2   50m

            奥村　　悠 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小4  268
ｵｸﾑﾗ ﾕｳ  9 

○2   50m

            吉田　一優 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小4  289
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ  9 

○2   50m

            岡田　　新 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小4  316
ｵｶﾀﾞ ｱﾗﾀ  9 

○2   50m

            井上　菜月 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小3  355
ｲﾉｳｴ ﾅﾂｷ  9 

○2  100m

            早船　敦翔 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小3  378
ﾊﾔﾌﾈ ｱﾂﾄ  9 

○2   50m

            柴田　理仁 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小3  405
ｼﾊﾞﾀ ﾘﾋﾄ  8 

○2   50m

            松田　羚央 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小3  427
ﾏﾂﾀﾞ ﾚｵ  8 

○2   50m

            飯川　雄晟 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小2  446
ｲｲｶﾜ ﾕｳｾｲ  8 

○1   50m

            川那辺　迅 ﾙﾈｻﾝｽ山科 小1  503
ｶﾜﾅﾍﾞ ｼﾞﾝ  7 

○1   25m

            松尾あゆみ ﾙﾈｻﾝｽ山科 小1  525
ﾏﾂｵ ｱﾕﾐ  6 

○1   25m

            植本　浩幸 音羽小学校 小6   11
ｳｴﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  12 

○3   50m

            植本愛優香 音羽小学校 小3  356
ｳｴﾓﾄ ｱﾕｶ  9 

○2   25m

            宮本　識己 京都イリアス 小6   40
ﾐﾔﾓﾄ ｼｷ  11 

○3   50m

            中澤　志穂 京都イリアス 小6   77
ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾎ  11 

○3   50m
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            細見虎之祐 京都イリアス 小6   78
ﾎｿﾐ ﾄﾗﾉｽｹ  11 

○3   50m

            古矢　杏咲 京都イリアス 小6   95
ﾌﾙﾔ ｱｽﾞｻ  11 

○3   50m

            中川　　咲 京都イリアス 小5  145
ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ  11 

○3   50m

            桒嶋　健人 京都イリアス 小5  199
ｸﾜｼﾏ ｹﾝﾄ  10 

○3   50m

            滝川　伊吹 京都イリアス 小5  213
ﾀｷｶﾞﾜ ｲﾌﾞｷ  10 

○3   50m

            金﨑翔太郎 京都イリアス 小4  225
ｶﾅｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ  10 

○2   50m

            平井　陸翔 京都イリアス 小4  241
ﾋﾗｲ ﾘｸﾄ  10 

○2   50m

            辻　　　錬 京都イリアス 小4  294
ﾂｼﾞ ﾚﾝ  9 

○2   50m

            ファーセット凱京都イリアス 小4  296
ﾌｧｰｾｯﾄ ｶｲ  9 

○2   50m

            中澤　雅宣 京都イリアス 小4  310
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ  9 

○2   50m

            奥村　　廉 京都イリアス 小4  317
ｵｸﾑﾗ ﾚﾝ  9 

○2   50m

            清水　花穂 京都イリアス 小3  387
ｼﾐｽﾞ ｶﾎ  8 

○2   50m

            砂川　泰成 京都イリアス 小3  404
ｽﾅｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ  8 

○2  100m

            高橋　ひな 京都踏水会 小6    7
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ  12 

○3  100m

            林　　裕月 京都踏水会 小6   15
ﾊﾔｼ ﾕﾂﾞｷ  12 

○3   50m

            松田　宇馨 京都踏水会 小6   17
ﾏﾂﾀﾞ ｳｷｮｳ  12 

○3  100m

            小島　瞳依 京都踏水会 小6   21
ｺｼﾞﾏ ﾒｲ  12 

○3   50m

            武田　紗和 京都踏水会 小6   27
ﾀｹﾀﾞ ｻﾜ  12 

○3   50m

            小林　美結 京都踏水会 小6   38
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ  11 

○3   50m
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            細見仁一朗 京都踏水会 小6   41
ﾎｿﾐ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ  11 

○3   50m

            岡部　吉希 京都踏水会 小6   43
ｵｶﾍﾞ ﾖｼｷ  11 

○3   50m

            霜沢　　杏 京都踏水会 小6   47
ｼﾓｻﾞﾜ ｱﾝ  11 

○3   50m

            賀長　京子 京都踏水会 小6   54
ｶﾞﾁｮｳ ｷｮｳｺ  11 

○3   50m

            沼井　心優 京都踏水会 小6   64
ﾇﾏｲ ﾐﾕ  11 

○3   50m

            四方　大翔 京都踏水会 小6   66
ｼｶﾀ ﾔﾏﾄ  11 

○3   50m

            片山　來瞳 京都踏水会 小6   73
ｶﾀﾔﾏ ｸﾙﾐ  11 

○3  200m

            伊藤　心美 京都踏水会 小6   74
ｲﾄｳ ｺｺﾐ  11 

○3  200m

            頼　トンユ 京都踏水会 小6   79
ﾗｲ ﾄﾝﾕ  11 

○3   50m

            頼トンイェン 京都踏水会 小6   80
ﾗｲ ﾄﾝｲｪﾝ  11 

○3   50m

            友久　優美 京都踏水会 小6   99
ﾄﾓﾋｻ ﾕｳﾐ  11 

○3   50m

            後藤　颯太 京都踏水会 小5  101
ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ  11 

○3   50m

            赤尾　真希 京都踏水会 小5  104
ｱｶｵ ﾏｻｷ  11 

○3   50m

            下間　瑞紀 京都踏水会 小5  110
ｼﾓﾂﾏ ﾐｽﾞｷ  11 

○3   50m

            登尾　莉心 京都踏水会 小5  115
ﾉﾎﾞﾘｵ ﾘｺ  11 

○3   50m

            岡村　杏佳 京都踏水会 小5  121
ｵｶﾑﾗ ｷｮｳｶ  11 

○3  100m

            小林　健人 京都踏水会 小5  122
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ  11 

○3   50m

            山口　夏芽 京都踏水会 小5  128
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾒ  11 

○3   50m

            川上　暖乃 京都踏水会 小5  132
ｶﾜｶﾐ ﾉﾉ  11 

○3   50m
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            蜂須賀大地 京都踏水会 小5  134
ﾊﾁｽｶ ﾀﾞｲﾁ  11 

○3   50m

            松本　理佐 京都踏水会 小5  135
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｻ  11 

○3   50m

            佐藤　龍一 京都踏水会 小5  136
ｻﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ  11 

○3   50m

            福本　隼平 京都踏水会 小5  142
ﾌｸﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  11 

○3   50m

            村中　千隼 京都踏水会 小5  154
ﾑﾗﾅｶ ﾁﾊﾔ  10 

○3  100m

            森　　勝輝 京都踏水会 小5  159
ﾓﾘ ﾏｻｷ  10 

○3   50m

            横山　友美 京都踏水会 小5  162
ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾐ  10 

○3  100m

            岡本諒太朗 京都踏水会 小5  163
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ  10 

○3   50m

            中山　　昊 京都踏水会 小5  164
ﾅｶﾔﾏ ｺｳ  10 

○3   50m

            梶　　心美 京都踏水会 小5  173
ｶｼﾞ ｺｺﾐ  10 

○3  100m

            石見恵一朗 京都踏水会 小5  181
ｲｼﾐ ｹｲｲﾁﾛｳ  10 

○3   50m

            城之下雄喜 京都踏水会 小5  182
ｼﾛﾉｼﾀ ﾕｳｷ  10 

○3   50m

            石川　透真 京都踏水会 小5  186
ｲｼｶﾜ ﾄｳﾏ  10 

○3   50m

            上山あかり 京都踏水会 小5  188
ｳｴﾔﾏ ｱｶﾘ  10 

○3  200m

            柏原　一葉 京都踏水会 小5  191
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾊ  10 

○3  100m

            末廣　知紗 京都踏水会 小5  202
ｽｴﾋﾛ ﾁｻ  10 

○3   50m

            中村　和穂 京都踏水会 小5  216
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾎ  10 

○3   50m

            山崎小乃果 京都踏水会 小4  219
ﾔﾏｻﾞｷ ｺﾉｶ  10 

○2   50m

            森田　雅規 京都踏水会 小4  228
ﾓﾘﾀ ﾏｻｷ  10 

○2  100m
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            木村　美咲 京都踏水会 小4  232
ｷﾑﾗ ﾐｻｷ  10 

○2   50m

            細見　　礼 京都踏水会 小4  234
ﾎｿﾐ ﾚｲ  10 

○2   50m

            大槻　　環 京都踏水会 小4  243
ｵｵﾂｷ ﾀﾏｷ  10 

○2   50m

            藤田　結以 京都踏水会 小4  252
ﾌｼﾞﾀ ﾕｲ  10 

○2  100m

            小谷　岳仁 京都踏水会 小4  253
ｵﾀﾞﾆ ｶﾞｸﾄ  10 

○2  100m

            稲森有和良 京都踏水会 小4  258
ｲﾅﾓﾘ ｱﾘﾜﾗ  10 

○2  100m

            宮内　美羽 京都踏水会 小4  277
ﾐﾔｳﾁ ﾐｳ  9 

○2  100m

            沼井　結愛 京都踏水会 小4  278
ﾇﾏｲ ﾕﾅ  9 

○2   25m

            中田仁心里 京都踏水会 小4  282
ﾅｶﾀ ﾆｺﾘ  9 

○2   50m

            和田　　惇 京都踏水会 小4  283
ﾜﾀﾞ ｱﾂｼ  9 

○2   50m

            濱中　優成 京都踏水会 小4  286
ﾊﾏﾅｶ ﾕｳｾｲ  9 

○2   50m

            松本　遥慎 京都踏水会 小4  293
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾏ  9 

○2   25m

            山本　此菜 京都踏水会 小4  297
ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾅ  9 

○2   50m

            宮川　美空 京都踏水会 小4  300
ﾐﾔｶﾞﾜ ｿﾗ  9 

○2   50m

            角森　鹿古 京都踏水会 小4  302
ﾂﾉﾓﾘ ｶｺ  9 

○2   50m

            望月　花菜 京都踏水会 小4  306
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾅ  9 

○2   25m

            藤林龍之介 京都踏水会 小4  311
ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ  9 

○2   50m

            森　　祐人 京都踏水会 小4  315
ﾓﾘ ﾕｳﾄ  9 

○2   50m

            海老澤祐花 京都踏水会 小4  319
ｴﾋﾞｻﾜ ﾕｶ  9 

○2   50m
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            新橋　　侑 京都踏水会 小4  323
ｼﾝﾊﾞｼ ﾕｳ  9 

○2   25m

            和田　雪穂 京都踏水会 小4  327
ﾜﾀﾞ ﾕｷﾎ  9 

○2   50m

            橋本　亮佑 京都踏水会 小4  335
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ  9 

○2   50m

            森　　栄錦 京都踏水会 小4  337
ﾓﾘ ｴﾆｼ  9 

○2   50m

            川ノ上　文 京都踏水会 小3  339
ｶﾜﾉｳｴ ﾌﾐ  9 

○2   50m

            馬渕　陽太 京都踏水会 小3  340
ﾏﾌﾞﾁ ﾖｳﾀ  9 

○2   50m

            清水　碧志 京都踏水会 小3  349
ｼﾐｽﾞ ｱｵｼ  9 

○2   50m

            安本　裕華 京都踏水会 小3  366
ﾔｽﾓﾄ ﾕｳｶ  9 

○2   25m

            伊豆蔵葵衣 京都踏水会 小3  369
ｲﾂﾞｸﾗ ｱｵｲ  9 

○2   25m

            立木　伊織 京都踏水会 小3  374
ﾀﾁｷ ｲｵﾘ  9 

○2   50m

            深田　晃生 京都踏水会 小3  375
ﾌｶﾀﾞ ｺｳ  9 

○2   25m

            安藤　優那 京都踏水会 小3  376
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ  9 

○2   50m

            岡部志朱久 京都踏水会 小3  384
ｵｹﾍﾞ ｼｽﾞｸ  8 

○2   50m

            髙橋良太郎 京都踏水会 小3  389
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ  8 

○2   50m

            石見茉莉乃 京都踏水会 小3  394
ｲｼﾐ ﾏﾘﾉ  8 

○2   25m

            佐々木玲奈 京都踏水会 小3  399
ｻｻｷ ﾚﾅ  8 

○2   25m

            山中　実景 京都踏水会 小3  400
ﾔﾏﾅｶ ｻﾈｶｹﾞ  8 

○2   50m

            梅木澤明莉 京都踏水会 小3  401
ｳﾒｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ  8 

○2   50m

            中井　悠惺 京都踏水会 小3  420
ﾅｶｲ ﾕｳｾｲ  8 

○2   50m
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            角森　　崇 京都踏水会 小3  433
ﾂﾉﾓﾘ ｽｳ  8 

○2  100m

            沼井　碧心 京都踏水会 小3  434
ﾇﾏｲ ｱｺ  8 

○2   25m

            後藤　直規 京都踏水会 小3  437
ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ  8 

○2   50m

            福井　颯馬 京都踏水会 小2  440
ﾌｸｲ ｿｳﾏ  8 

○1   50m

            中村　奏翔 京都踏水会 小2  445
ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ  8 

○1   25m

            稲原　智貴 京都踏水会 小2  447
ｲﾅﾊﾗ ﾄﾓｷ  8 

○1   50m

            宮﨑　　奏 京都踏水会 小2  455
ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾅﾃﾞ  8 

○1   25m

            北村　拓大 京都踏水会 小2  457
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾄ  8 

○1   50m

            城之下史喜 京都踏水会 小2  473
ｼﾛﾉｼﾀ ﾌﾐｷ  7 

○1   25m

            横山　　巧 京都踏水会 小2  475
ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾐ  7 

○1   50m

            福岡なつめ 京都踏水会 小2  477
ﾌｸｵｶ ﾅﾂﾒ  7 

○1   50m

            柏原あきら 京都踏水会 小2  479
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱｷﾗ  7 

○1   50m

            山﨑夕理乃 京都踏水会 小2  488
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾉ  7 

○1   50m

            林　いろは 京都踏水会 小2  498
ﾊﾔｼ ｲﾛﾊ  7 

○1   50m

            永井　美有 京都踏水会 小2  499
ﾅｶﾞｲ ﾐﾕ  7 

○1   50m

            細見　　信 京都踏水会 小1  504
ﾎｿﾐ ｺﾄ  7 

○1   50m

            平野　梓生 京都踏水会 小1  512
ﾋﾗﾉ ｱｽﾞｷ  7 

○1   25m

            池内　翔眞 京都踏水会 小1  517
ｲｹｳﾁ ｼｮｳﾏ  6 

○1   50m

            山川顕治郎 京都踏水会 小1  519
ﾔﾏｶﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ  6 

○1   25m
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            濱中　康成 京都踏水会 小1  526
ﾊﾏﾅｶ ｺｳｾｲ  6 

○1   50m

            阪野　悠喜 京都踏水会 小1  528
ｻｶﾉ ﾕｳｷ  6 

○1   50m

            山田　琉智 七条小学校 小6   53
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾄ  11 

○3  100m

            鵜野　開地 七条小学校 小4  259
ｳﾉ ｶｲｼﾞ  10 

○2   50m

            鵜野　志門 七条小学校 小2  496
ｳﾉ ｼﾓﾝ  7 

○1   25m

            横山晴之丞 祥栄小学校 小5  189
ﾖｺﾔﾏ ｾｲﾉｽｹ  10 

○3   50m

            横山　心晴 祥栄小学校 小2  491
ﾖｺﾔﾏ ｺﾊﾙ  7 

○1   50m

            髙橋　柚羽 上鳥羽小学校 小4  313
ﾀｶﾔﾏ ﾕｽﾞﾊ  9 

○2   50m

            髙橋　誠人 上鳥羽小学校 小2  492
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾄ  7 

○1   50m

            加藤　睦人 城陽ＳＳ 小6   25
ｶﾄｳ ﾘｸﾄ  12 

○3  100m

            福井　勇生 城陽ＳＳ 小6   34
ﾌｸｲ ﾕｳｾｲ  11 

○3   50m

            足立壮一朗 城陽ＳＳ 小6   48
ｱﾀﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ  11 

○3   50m

            福島　花純 城陽ＳＳ 小6   55
ﾌｸｼﾏ ｶｽﾐ  11 

○3   50m

            中村　滉平 城陽ＳＳ 小6   68
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ  11 

○3  100m

            速見　芽生 城陽ＳＳ 小6   76
ﾊﾔﾐ ﾒｲ  11 

○3  100m

            田窪　美菜 城陽ＳＳ 小6   88
ﾀｸﾎﾞ ﾐﾅ  11 

○3   50m

            細見　妃成 城陽ＳＳ 小6   90
ﾎｿﾐ ﾋﾅﾘ  11 

○3   50m

            中林琉之介 城陽ＳＳ 小6   97
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ  11 

○3   50m

            市川　晏梨 城陽ＳＳ 小6   98
ｲﾁｶﾜ ｱﾝﾘ  11 

○3   50m
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            西尾　京音 城陽ＳＳ 小5  106
ﾆｼｵ ｺﾄﾈ  11 

○3  100m

            神田　夏花 城陽ＳＳ 小5  160
ｶﾝﾀﾞ ﾅﾂｶ  10 

○3   50m

            岩川　　蓮 城陽ＳＳ 小5  168
ｲﾜｶﾜ ﾚﾝ  10 

○3   50m

            吉川　哲平 城陽ＳＳ 小5  172
ﾖｼｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ  10 

○3   50m

            長舟　寿翔 城陽ＳＳ 小5  179
ﾅｶﾞﾌﾈ ｶｽﾞﾄ  10 

○3  100m

            井上　海颯 城陽ＳＳ 小5  180
ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ  10 

○3   50m

            髙橋　稔人 城陽ＳＳ 小5  196
ﾀｶﾊｼ ﾅﾘﾄ  10 

○3   50m

            岩佐　暁仁 城陽ＳＳ 小5  205
ｲﾜｻ ｱｷﾋﾄ  10 

○3   50m

            高宮　陽斗 城陽ＳＳ 小5  206
ﾀｶﾐﾔ ﾊﾙﾄ  10 

○3   50m

            城戸あかり 城陽ＳＳ 小4  223
ｷﾄﾞ ｱｶﾘ  10 

○2   50m

            清水　　優 城陽ＳＳ 小4  256
ｼﾐｽﾞ ﾕｳ  10 

○2   50m

            市川　徠叶 城陽ＳＳ 小4  285
ｲﾁｶﾜ ﾗｲﾄ  9 

○2   50m

            大迫　京平 城陽ＳＳ 小4  291
ｵｵｻｺ ｷｮｳﾍｲ  9 

○2   50m

            堀　　幹奈 城陽ＳＳ 小4  307
ﾎﾘ ｶﾝﾅ  9 

○2   50m

            河田　美綾 城陽ＳＳ 小4  329
ｶﾜﾀ ﾐｱ  9 

○2   50m

            富永　祥守 城陽ＳＳ 小3  363
ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｮｳﾏ  9 

○2   50m

            小久保沙紀 城陽ＳＳ 小3  377
ｺｸﾎﾞ ｻｷ  9 

○2   25m

            松本　悠慎 城陽ＳＳ 小3  398
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ  8 

○2   50m

            山根　純子 城陽ＳＳ 小3  408
ﾔﾏﾈ ｼﾞｭﾝｺ  8 

○2   25m
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            北尾　昂大 城陽ＳＳ 小3  411
ｷﾀｵ ｺｳﾀ  8 

○2   50m

            速見　有生 城陽ＳＳ 小3  419
ﾊﾔﾐ ﾕｲ  8 

○2   50m

            岩佐　彩花 城陽ＳＳ 小3  421
ｲﾜｻ ｱﾔｶ  8 

○2   50m

            佐藤　美里 城陽ＳＳ 小2  474
ｻﾄｳ ﾐﾘ  7 

○1   50m

            山根　紫央 城陽ＳＳ 小1  505
ﾔﾏﾈ ｼｵ  7 

○1   25m

            小山　太路 西大路西小学校 小5  123
ｺﾔﾏ ﾀﾛｳ  11 

○3   50m

            小林　慧吾 大山崎小学校 小5  143
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ  11 

○3  100m

            小林　尚央 大山崎小学校 小2  466
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ  7 

○1   50m

            塩見　優翔 長岡第九小学校 小6   58
ｼｵﾐ ﾕｳﾄ  11 

○3  100m

            天野颯太郎 長岡第九小学校 小6   94
ｱﾏﾉ ｿｳﾀﾛｳ  11 

○3   50m

            管原　遙太 長方寺小学校 小5  126
ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｳﾀ  11 

○3  100m

            管原　湧太 長方寺小学校 小3  383
ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ  8 

○2   50m

            及川　奏麿 唐橋小学校 小4  244
ｵｲｶﾜ ｿｳﾏ  10 

○2   50m

            安田　悠雅 唐橋小学校 小4  305
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶﾞ  9 

○2   50m

            雨宮安沙南 伏見板橋小学校 小4  246
ｱﾒﾐﾔ ｱｻﾅ  10 

○2  100m

            長嶋　諒真 伏見板橋小学校 小4  271
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳﾏ  9 

○2   25m

            長谷川羽龍 伏見板橋小学校 小3  379
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙ  9 

○2   25m

            鈴木　千絢 伏見板橋小学校 小3  417
ｽｽﾞｷ ﾁｱﾔ  8 

○2  100m

            石井　雅久 伏見板橋小学校 小3  430
ｲｼｲ ｶﾞｸ  8 

○2   25m


