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スタートリスト

競技No.  7 女子    400m   リレー   予選   4組 中学記録  3:56.17
大会記録  3:57.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3

4 捜真女学校 26 本郷　未希 ﾎﾝｺﾞｳ ﾐｷ 中2
ｿｳｼﾝｼﾞｮｶﾞｯｺｳ 中学 24 涌井　春香 ﾜｸｲ ﾊﾙｶ 中2

23 菅原　春奈 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙﾅ 中3
25 小澤　純加 ｵｻﾞﾜ ｽﾐｶ 中2

5 金沢額 3202 中村  真実 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ 中2
ｶﾅｻﾞﾜﾇｶ 中学 3205 吉田  唯香 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲｶ 中1

3204 寺坂    泉 ﾃﾗｻｶ ｲｽﾞﾐ 中3
3203 島  あずさ ｼﾏ ｱｽﾞｻ 中2

6 鶴岡第一 2414 佐竹  由誉 ｻﾀｹ ﾖｼｴ 中2
ﾂﾙｵｶｲﾁ 中学 2413 高宮  由花 ﾀｶﾐﾔ ﾕｶ 中3

2411 畠山  愛梨 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｲﾘ 中3
2412 五十嵐咲季 ｲｶﾞﾗｼ ｻｷ 中3
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8

9
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石  川

山　形

神奈川
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2組
1 陽南 219 小林  瑞季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 中1

ﾖｳﾅﾝ 中学 217 石井  玲生 ｲｼｲ ﾚｲ 中1
218 沼崎  えり ﾇﾏｻﾞｷ ｴﾘ 中1
216 大浦    望 ｵｵｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 中3

2 加古川中部 5559 井上  沙耶 ｲﾉｳｴ ｻﾔ 中3
ﾁｭｳﾌﾞ 中学 5561 小松  万恵 ｺﾏﾂ ﾏｴ 中2

5558 河本    紬 ｺｳﾓﾄ ﾂﾑｷﾞ 中3
5560 前田  理美 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄﾐ 中2

3 上小阪 5332 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 中2
ｶﾐｺｻｶ 中学 5334 冨岡  真妃 ﾄﾐｵｶ ﾏｷ 中1

5333 木之下彩乃 ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ 中2
5331 吾郷    渚 ｱｺﾞｳ ﾅｷﾞｻ 中3

4 広島安佐 6601 中岡  洋子 ﾅｶｵｶ ﾖｳｺ 中2
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 6602 仁川  梨恵 ﾆｶﾜ ﾘｴ 中3

6604 上田祐企奈 ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ 中1
6603 西岡真奈美 ﾆｼｵｶ ﾏﾅﾐ 中3

5 我孫子 605 齋藤  歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 中3
ｱﾋﾞｺ 中学 640 中野  彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 中2

641 西山  佳子 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｺ 中1
638 大谷　　愛 ｵｵﾀﾆ ｱｲ 中3

6 枚方東香里 5337 福村  友恵 ﾌｸﾑﾗ ﾄﾓｴ 中3
ﾋｶﾞｼｺｳﾘ 中学 5338 竹谷  友里 ﾀｹﾀﾆ ﾕﾘ 中3

5339 蕪崎  友実 ｶﾌﾞｻｷ ﾕﾐ 中1
5336 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 中3

7 日大豊山女子 857 若色  陽子 ﾜｶｲﾛ ﾖｳｺ 中2
ﾌﾞｻﾞﾝｼﾞｮ 中学 856 鯨井  那苗 ｸｼﾞﾗｲ ﾅﾅｴ 中3

859 西野ちづる ﾆｼﾉ ﾁﾂﾞﾙ 中1
858 高久    彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 中1

8 観音寺 7116 石村亜美依 ｲｼﾑﾗ ｱﾐｲ 中2
ｶﾝｵﾝｼﾞ 中学 7117 丸尾はる香 ﾏﾙｵ ﾊﾙｶ 中2

7118 三好  斐湖 ﾐﾖｼ ﾋｺ 中2
7119 岩田  紗季 ｲﾜﾀ ｻｷ 中1

9 津田学園 4510 三林  由佳 ﾐﾂﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 中2
ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 中学 4508 古田  紗希 ﾌﾙﾀ ｻｷ 中3

4509 伊藤かれん ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 中2
4507 田中  美緒 ﾀﾅｶ ﾐｵ 中3
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加　盟

大  阪

東  京

香  川

三  重

兵  庫

大  阪

広　島

千　葉

栃  木
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3組
1 桜が原 8313 白濱かおり ｼﾗﾊﾏ ｶｵﾘ 中3

ｻｸﾗｶﾞﾊﾗ 中学 8314 小泉  奈穂 ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾎ 中1
8315 松下  沙紀 ﾏﾂｼﾀ ｻｷ 中1
8316 古川  文香 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｶ 中1

2 小松川三 864 豊岡  桜子 ﾄﾖｵｶ ｻｸﾗｺ 中2
ｺﾏﾂｶﾞﾜ3 中学 863 伊関  佳織 ｲｾｷ ｶｵﾘ 中2

862 本多里也子 ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾔｺ 中3
865 宮田  文華 ﾐﾔﾀ ﾌﾐｶ 中2

3 鶴岡第五 2436 五十嵐葉月 ｲｶﾗｼ ﾊﾂﾞｷ 中3
ﾂﾙｵｶﾀﾞｲｺﾞ 中学 2440 斎藤    葵 ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 中1

2437 剣持  紀子 ｹﾝﾓﾁ ﾉﾘｺ 中2
2438 加藤    侑 ｶﾄｳ ﾕｳ 中1

4 桶川東 437 小泉  実里 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｻﾄ 中2
ｵｹｶﾞﾜﾋｶﾞｼ 中学 438 山岸  奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ 中2

439 柴垣  有香 ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾕｶ 中2
440 青木英里奈 ｱｵｷ ｴﾘﾅ 中1

5 品川女子学院 867 加藤  亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 中3
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮ 中学 870 吉田  育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 中2

871 竹島  愛美 ﾀｹｼﾏ ｱﾐ 中1
868 庄司万侑子 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾕｺ 中3

6 府中第一 6624 神谷  明子 ｶﾐﾀﾆ ｱｷｺ 中3
ﾌﾁｭｳﾀﾞｲ1 中学 6627 石岡  美由 ｲｼｵｶ ﾐﾕ 中2

6626 栗本  あみ ｸﾘﾓﾄ ｱﾐ 中2
6625 佐藤  真美 ｻﾄｳ ﾏﾐ 中3

7 枚方四 5340 田淵  まや ﾀﾌﾞﾁ ﾏﾔ 中3
ﾋﾗｶﾀ4 中学 5342 亀野  睦紀 ｶﾒﾉ ﾑﾂｷ 中1

5343 橋本  歩美 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 中1
5341 田島由里絵 ﾀｼﾞﾏ ﾕﾘｴ 中3

8 ルーテル学院 8409 島津  玲奈 ｼﾏﾂﾞ ﾚﾅ 中1
ﾙｰﾃﾙ 中学 8406 松尾  千里 ﾏﾂｵ ﾁｻﾄ 中3

8407 川野ひかる ｶﾜﾉ ﾋｶﾙ 中3
8408 松尾  明音 ﾏﾂｵ ｱｶﾈ 中2

9 日野七生 880 神田  早紀 ｶﾝﾀﾞ ｻｷ 中3
ﾋﾉﾅﾅｵ 中学 882 藤田  美恵 ﾌｼﾞﾀ ﾐｴ 中3

881 武藤  江里 ﾑﾄｳ ｴﾘ 中3
879 福田  千尋 ﾌｸﾀﾞ ﾁﾋﾛ 中1

10 福岡平尾 8040 岩岡  里衣 ｲﾜｵｶ ﾘｴ 中1
ﾌｸｵｶﾋﾗｵ 中学 8042 西田  菜紗 ﾆｼﾀﾞ ﾅｻ 中2

8041 中園  恵美 ﾅｶｿﾞﾉ ｴﾐ 中2
8039 谷口実雅子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｶｺ 中3
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大  阪

熊  本

東  京

福  岡

山　形

埼  玉

東  京

広　島

長  崎

東  京

加　盟
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4組
1 上尾原市 434 小沼  英恵 ｺﾇﾏ ﾊﾅｴ 中2

ｱｹﾞｵﾊﾗｲﾁ 中学 436 田村  美優 ﾀﾑﾗ ﾐﾕ 中1
435 磯谷あずさ ｲｿﾀﾆ ｱｽﾞｻ 中1
433 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 中3

2 尚絅 8410 森    野原 ﾓﾘ ﾉﾊﾗ 中3
ｼｮｳｹｲ 中学 8411 後藤  梨菜 ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 中3

8414 栃原  愛弓 ﾄﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ 中1
8412 笹本  美咲 ｻｻﾓﾄ ﾐｻｷ 中2

3 大和つきみ野 77 小山　　岬 ｺﾔﾏ ﾐｻｷ 中3
ﾔﾏﾄ ﾂｷﾐﾉ 中学 76 川本　陽子 ｶﾜﾓﾄ ﾖｳｺ 中3

75 直井あづさ ﾅｵｲ ｱﾂﾞｻ 中3
74 吉井　優実 ﾖｼｲ ﾕﾐ 中3

4 千葉小中台 618 森田  麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ 中3
ﾁﾊﾞｺﾅｶﾀﾞｲ 中学 658 西辻  彩乃 ﾆｼﾂｼﾞ ｱﾔﾉ 中3

660 金子  友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中1
659 森田  理美 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾐ 中1

5 武蔵野 874 林  ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 中3
ﾑｻｼﾉ 中学 877 河野  希以 ｺｳﾉ ｹｲ 中1

876 桑端  幸永 ｸﾜﾊﾞﾀ ｻｷｴ 中3
875 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 中3

6 大阪・日置荘 5307 尾曲  千春 ｵﾏｶﾞﾘ ﾁﾊﾙ 中2
ﾋｷｼｮｳ 中学 5308 上辻    葵 ｳｴﾂｼﾞ ｱｵｲ 中2

5309 谷    優果 ﾀﾆ ﾕｳｶ 中2
5306 濵田枝里子 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾘｺ 中3

7 和洋国府台 615 石田  彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 中3
ﾜﾖｳｼﾞｮｼ 中学 654 鈴木  彩乃 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ 中3

653 宍倉  美波 ｼｼｸﾗ ﾐﾅﾐ 中2
649 田中  成美 ﾀﾅｶ ﾅﾙﾐ 中1

8 東京成徳大学 851 林    真弓 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 中1
ｾｲﾄｸﾀﾞｲ 中学 853 薊    香蓮 ｱｻﾞﾐ ｶﾚﾝ 中2

852 殿村久美子 ﾄﾉﾑﾗ ｸﾐｺ 中3
854 井本  麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中1

9 福知山南陵 5114 徳田  麻維 ﾄｸﾀﾞ ﾏｲ 中2
ﾅﾝﾘｮｳ 中学 5117 谷垣  美帆 ﾀﾆｶﾞｷ ﾐﾎ 中1

5115 森  富久子 ﾓﾘ ﾌｸｺ 中1
5116 細見  実代 ﾎｿﾐ ﾐﾖ 中3

10 志貴野 3106 橋田  祐里 ﾊｼﾀﾞ ﾕﾘ 中3
ｼｷﾉ 中学 3107 柴田  真衣 ｼﾊﾞﾀ ﾏｲ 中1

3108 大谷  千夏 ｵｵﾀﾆ ﾁﾅﾂ 中3
3109 田中  ゆい ﾀﾅｶ ﾕｲ 中3
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京  都

富  山

加　盟

東  京

大  阪

千　葉

東  京

埼  玉

熊  本

神奈川

千　葉


