
1 岐阜 岐阜西スポーツクラブ 41 静岡 袋井スイミングクラブ

2 岐阜 山手スイミングスクール 42 静岡 ＢＩＧ棒屋スイミングスクール

3 岐阜 コマスイミングスクール土岐 43 静岡 磐田カルチャースイミングセンター

4 岐阜 岐阜スイミングクラブ 44 静岡 遠鉄スポーツクラブエスポ袋井

5 静岡 Ａ-１スイミングスクール 45 静岡 浜松スポーツセンター

6 静岡 富士スイムチーム 46 静岡 遠鉄スポーツクラブエスポ

7 静岡 東富士スイミングクラブ 47 静岡 マコトスイミングクラブ浜松

8 静岡 スポーツクラブセイシン葵の森 48 静岡 掛川スイミングスクール

9 静岡 スポーツクラブセイシン千代田 49 静岡 ビクトリースイミングスクール

10 三重 津アサヒスイミングスクール 50 静岡 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社メガロス浜松市野

11 三重 津トップスイミングクラブ 51 佐賀 ブリヂストンスイミングスクール鍋島

12 三重 津田スイミングスクール四日市校 52 福岡 ブリヂストンスイミングスクール小郡

13 三重 津田スイミングスクール桑名校 53 福岡 ブリヂストンスイミングスクール久留米

14 三重 津田スイミングスク-ル大山田校 54 佐賀 ビートスイミングクラブ唐津

15 三重 海山スイミングクラブ 55 佐賀 ビートスイミングクラブ伊万里

16 三重 伊勢スイミングスクール 56 長崎 ビートスイミングクラブ相浦

17 三重 四日市スイミングクラブ 57 長崎 ビートスイミングクラブ松浦

18 三重 あすなろスイミングスクール四日市 58 福岡 大牟田スイミングスクール

19 三重 桑名スイミングスクール 59 福岡 ＫＳＧ柳川スイミングクラブ

20 三重 ベスパスイミングスクール松阪 60 佐賀 KSG佐賀スイミングクラブ

21 三重 コモノ・スイミングスクール 61 佐賀 アクセスジャパンスポーツクラブ佐賀アクセス柳川

22 三重 ビートスイミングクラブサンパーク 62 佐賀 ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙようどう館大和

23 三重 ビートスイミングクラブ松阪 63 佐賀 ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸ-ﾙようどう館佐賀

24 三重 アクトス四日市北 64 鹿児島 メルヘン川内

25 三重 アサヒスイミングスクール千里 65 鹿児島 メルヘン鹿屋

26 三重 スポーツクラブ陽だまりの丘 66 福岡 桜泳イシイ

27 静岡 東部スイミングスクール 67 福岡 桜泳大川スイミングスクール

28 静岡 スイミングスクール ルネサンス・トーア沼津 68 宮崎 ラナイスポーツクラブ

29 静岡 とこはスイミングスクール 69 宮崎 朝日スポーツクラブ［ＢＩＧ-Ｓ宮崎］

30 静岡 Ｍ．ＴＥＣ　ＲＳＣ富士 70 鹿児島 原田学園スイミングスクール

31 静岡 グランツスイミング 71 鹿児島 南さつま健康スポーツプラザＫｉｔ

32 静岡 Sports Life AQEA CLUB 72 福岡 WEｽｲﾑｸﾗﾌﾞ

33 静岡 島田チャンピオンスイムスクール 73 福岡 筑後スイミングスクール

34 静岡 焼津チャンピオンスイムスクール 74 佐賀 Ｂ＆Ｇみやき

35 静岡 レオリブレスポーツクラブ 75 長崎 ウォーターメイツスイムクラブ長崎

36 静岡 浜名湖スイミングスクール 76 鹿児島 アクア　アカデミー　Ｎb　スイミングクラブ

37 静岡 ＪＳＳ磐田スイミングスクール 77 鹿児島 アダプテッドスポーツかのや

38 静岡 浜松グリーンスイミングクラブ高台 78 鹿児島 ジェルスポーツクラブ鹿児島

39 静岡 浜松グリーンスイミングクラブ佐鳴台 79 鹿児島 セイカKAMOIKE

40 静岡 深谷スポーツクラブ浜松 80 鹿児島 阿久根水泳スポーツ少年団
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81 福岡 アクセス柳川 121 愛知 スポーツクラブ ルネサンス 甚目寺

82 福岡 フェニックススイミングスクール 122 愛知 リフレッシュスクエア　ケーニーズ

83 愛知 イトマンスイミングスクール名古屋中村校 123 愛知 西尾ドルフィンスイミングクラブ

84 愛知 イトマンスイミングスクール春日井校 124 愛知 ウィル大口スポーツクラブ

85 愛知 ビッグ・エス加木屋 125 愛知 安城スイミングスクール

86 愛知 スポーツ＆カルチャービッグ・エス東海 126 愛知 Ｍｙスイム東名

87 愛知 アミスポーツクラブ 127 愛知 サーラスポーツ豊橋

88 愛知 コパンスイミングスクール知多 128 愛知 スイムクラブ大府

89 愛知 コパンスイミングスクール東浦 129 愛知 国府宮スイミングクラブ

90 愛知 コパンスイミングスクール鳴海 130 愛知 城西スイミングスクール

91 愛知 名鉄スイミングスクール刈谷

92 愛知 名鉄スイミングスクール新瀬戸

93 愛知 名鉄スイミングスクール半田

94 愛知 名鉄スイミングスクール岩倉

95 愛知 名鉄セントラルフィットネスクラブ大曽根

96 愛知 みなとスイミングスクール

97 愛知 岡崎竜城スイミングクラブ南校

98 愛知 岡崎竜城スイミングクラブ

99 愛知 Ｖトピアスポーツクラブ一宮

100 愛知 Ｖトピアスポーツクラブ小牧

101 愛知 ＫＬスポーツ春日井スイミングスクール

102 愛知 ＫＬスポーツ西春日井スイミングスクール

103 愛知 パルスイミング西尾

104 愛知 パルスイミング知立

105 愛知 パルスイミング６・３

106 愛知 平針スイミングスクｰル

107 愛知 稲沢スイミングスクール

108 愛知 アシスト蟹江

109 愛知 豊橋スイミングスクール

110 愛知 桃太郎スイミングスクール

111 愛知 尾西スイミングスクール

112 愛知 ビートスイミングクラブ名古屋守山

113 愛知 東邦スイミングクラブ

114 愛知 ＮＰＯ法人口論義運動公園水泳クラブ

115 愛知 グランドパシフィックスポーツ倶楽部

116 愛知 サンプラザ　スポーツクラブ

117 愛知 スポーツボックス豊川

118 愛知 スポーツボックス蒲郡

119 愛知 碧南スイミングスクール

120 愛知 ＪＳＳ比良
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1 兵庫 塚口スイミングスクール 41 滋賀 いずみ21彦根イトマンスイミングスクール

2 兵庫 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構 42 滋賀 いずみ21大津イトマンスイミングスクール

3 兵庫 アルゴスイミングスクールニスポ小野 43 滋賀 いずみ21守山イトマンスイミングスクール

4 兵庫 スポーツアカデミー六甲道 44 滋賀 いずみ21堅田イトマンスポーツクラブ

5 兵庫 佐用町ふれあい町民プール・ニスポ 45 滋賀 DO BEST あどがわ SS

6 京都 綾部スイミングスクール 46 埼玉 東松山スイミングスクール

7 大阪 HOS南千里スポーツクラブ 47 埼玉 愛徳スイミングスクール

8 大阪 岸和田スイミングスクール 48 埼玉 サンシャインスイミングスクール久喜

9 大阪 ブリヂストンスイミングスクール旭 49 埼玉 ヒューマンスイミングスクール・みさと

10 大阪 マコトスイミングクラブ和泉 50 埼玉 東川口スイミングセンター

11 大阪 マコトスイミングクラブ泉南 51 埼玉 東急スポーツオアシス浦和

12 奈良 ニッシンスイミングスクールマコト 52 埼玉 瀬ヶ崎スイミングクラブ

13 和歌山 ドルフィンスイミングスクールマコト 53 埼玉 ウィングスイミングスクール上尾

14 和歌山 マコトスイミングクラブ海南 54 埼玉 スパ＆スポーツ ユアー蕨

15 和歌山 (株)マコトスポーツクラブ 55 千葉 スパ＆スポーツ ユアー我孫子

16 愛媛 マコトスイミングクラブ双葉 56 千葉 ユアースポーツクラブ新松戸

17 和歌山 アドヴァンス岩出スイミングスクール 57 東京 ユアースポーツクラブ船堀

18 和歌山 ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽｶﾂﾗｷﾞｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 58 千葉 スポーツプラザイースト

19 和歌山 ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽむそたSC 59 東京 ダッシュ新代田スイミングスクール

20 和歌山 アリタスイミングクラブ 60 東京 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ綾瀬

21 和歌山 パルポートワカヤマ 61 東京 ISwimFactory

22 和歌山 パルポート紀の川 62 東京 三菱養和スイムスクール

23 和歌山 パルポート彩の台 63 東京 ミミスイミングクラブ品川

24 和歌山 パルポート太田 64 東京 東京スイミングセンター

25 長野 ＳＡＭ長野スイミングスクール 65 東京 ロンドスイミングスクール東村山

26 長野 ＳＡＭ中央スイミングスクール 66 東京 ﾛﾝﾄﾞｽｸｰﾙﾏｯｸｽ上北台

27 長野 ＳＡＭ三輪スイミングスクール 67 東京 成増ロンドスイミングスクール

28 長野 長電スイミングスクール長野 68 東京 コナミスポーツクラブ船堀

29 長野 長電スイミングスクール中野 69 東京 スポーツハイツスイミングスクール

30 長野 長電スイミングスクール須坂 70 東京 ＲＯＸジュニアスイミングスクール

31 長野 ながでんスイミングスクール若里 71 東京 SWIFT SWIMMING TEAM

32 長野 穂高スイミングクラブ 72 東京 東京マリン舎人スイミング

33 長野 長野ドルフィンスイミングスクール中央 73 東京 東京マリン西新井スイミング

34 長野 大町スイミングスクール 74 東京 クラブチームＳｔｙｌｅ１

35 長野 ブルーマリンスポーツクラブ小諸 75 東京 A・S・T

36 長野 ブルーマリンスポーツクラブ佐久 76 東京 Peace

37 長野 シーバス・スポーツクラブ篠ノ井 77 東京 ＴＥＡＭ　ＨＩＲＯ’S

38 長野 ＨＳ真田スイムチーム 78 神奈川 林水泳教室Stingray

39 滋賀 いずみ21草津イトマンフィットネスクラブ 79 神奈川 ウォーターメイツスイムクラブ

40 滋賀 いずみ21近江八幡イトマンスイミングスクール 80 神奈川 神奈中スイミングスクール
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81 神奈川 ニスポスイムクラブ元住吉 121 山口 ＫＳＧスイミングセンター徳山

82 神奈川 チャンピオンスイムクラブ 122 山口 太陽フィットネスクラブ長門

83 神奈川 チャンピオンしぶさわ 123 山口 東和スイミングクラブ

84 神奈川 鎌倉スイミングスクール 124 愛媛 瀬戸内温泉スイミング

85 神奈川 横浜市スポーツ医科学センター

86 神奈川 伊勢原スイミングクラブ

87 富山 ナントスイミングクラブ

88 富山 高岡スイミングクラブ

89 富山 オーパススイミングクラブ高岡

90 富山 富山スイミングクラブ東富山

91 富山 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ小矢部

92 富山 スポーツアカデミー魚津

93 富山 JSSスイミングスクール高岡

94 富山 ＩＯＸ

95 富山 富山スイミングクラブ

96 富山 アピアｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ富山

97 福井 ＫＴＰつるがスイミングスクール

98 福井 新田塚スイミングスクール大野

99 福井 金井学園スイムクラブ

100 山梨 ブルーアース甲西

101 山梨 ブルーアース石和

102 山梨 ブルーアース甲府

103 山梨 フジヨシダヤマイチスイミングクラブ

104 山梨 なかだてスイミングスクール

105 山梨 Sports1吉田

106 石川 （一財）金沢スイミングクラブ西泉教場

107 石川 （一財）金沢スイミングクラブ三十苅教場

108 石川 （一財）金沢ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ小立野教場

109 石川 ヴィテンかなざわ

110 石川 FITNESS　CLUB　AIM21

111 石川 SOLARE　TOYO

112 茨城 古河あかやまスイミングスクール

113 茨城 一般社団法人日本皆泳協会　ささはら水泳塾

114 茨城 ジョイフルアスレティッククラブ

115 茨城 守谷インターナショナルスイミングスクール

116 茨城 イーグルイトマンスイミングスクール古河

117 茨城 スポーツアカデミー水戸

118 宮城 ニスポスイムクラブ仙台南

119 島根 はすみスイミング スクール

120 島根 スポーツクラブ隠岐
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第３３回　とびうお杯　入場順 ＜　南側　＞

チーム名 県名 チーム名


