
平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
島根県立水泳プ－ル                                

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 小樽商業 34 阿部真彩子 ｱﾍﾞ ﾏｻｺ 高1

ｵﾀﾙｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 31 竹内はるね ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾈ 高3
33 藤本　沙織 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻｵﾘ 高2
32 高梨茉里衣 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｴ 高2

2 八幡浜 1383 二宮　麻季 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｷ 高2
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 1384 北川　千尋 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 高2

1385 川西　麻理 ｶﾜﾆｼ ﾏﾘ 高2
1381 久保田みゆき ｸﾎﾞﾀ ﾐﾕｷ 高3

3 日大藤沢 631 片倉　郁恵 ｶﾀｸﾗ ｲｸｴ 高3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌｼﾞｻﾜ 高校 637 仲倉理亜子 ﾅｶｸﾗ ﾘｱｺ 高1

632 荒川　　萌 ｱﾗｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 高3
629 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 高3

4 県立岐阜商業 983 鈴木　晴結 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 高2
ｹﾝﾘﾂｷﾞﾌｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 980 安藤あゆみ ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾐ 高3

979 鷲見沙矢香 ｽﾐ ｻﾔｶ 高3
981 大坪知佐子 ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻｺ 高3

5 米子東 1237 野嶋　央絵 ﾉｼﾞﾏ ﾋｻｴ 高2
ﾖﾅｺﾞﾋｶﾞｼ 高校 1235 大山　志保 ｵｵﾔﾏ ｼﾎ 高3

1238 門脇沙緒莉 ｶﾄﾞﾜｷ ｻｵﾘ 高2
1236 野坂　知愛 ﾉｻﾞｶ ﾁｱｷ 高3

6 高知商業 1406 長山　佳世 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶﾖ 高2
ｺｳﾁｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1404 須内　陽子 ｽﾉｳﾁ ﾖｳｺ 高3

1405 片岡　　史 ｶﾀｵｶ ﾌﾐ 高2
1403 見元　桃子 ﾐﾓﾄ ﾓﾓｺ 高3

7 札幌静修 24 原　　朋美 ﾊﾗ ﾄﾓﾐ 高1
ｻｯﾎﾟﾛｾｲｼｭｳ 高校 21 松本　小葉 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖ 高1

20 田村このみ ﾀﾑﾗ ｺﾉﾐ 高2
19 井口絵里加 ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 高2
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平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
島根県立水泳プ－ル                                

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 新居浜西 1369 中村　志子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 高1

ﾆｲﾊﾏﾆｼ 高校 1368 高津　綾香 ﾀｶﾂ ｱﾔｶ 高1
1366 秦　　規子 ﾊﾀﾞ ﾉﾘｺ 高3
1367 曽我部志帆 ｿｶﾞﾍﾞ ｼﾎ 高1

2 成田 378 神代ひろみ ｶﾐﾖ ﾋﾛﾐ 高2
ﾅﾘﾀ 高校 377 伊藤　真帆 ｲﾄｳ ﾏﾎ 高2

376 物江　結花 ﾓﾉｴ ﾕｶ 高3
379 吉井　莉恵 ﾖｼｲ ﾘｴ 高1

3 汎愛 1073 柿成　史穂 ｶｷﾅﾘ ｼﾎ 高3
ﾊﾝｱｲ 高校 1072 中村　千佳 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高3

1074 川畑　洋香 ｶﾜﾊﾀ ﾋﾛｶ 高3
1075 井上　美香 ｲﾉｳｴ ﾐｶ 高1

4 中京大中京 924 川本奈津絵 ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｴ 高1
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿ 高校 925 片岡永理奈 ｶﾀｵｶ ｴﾘﾅ 高1

922 土屋友花梨 ﾂﾁﾔ ﾕｶﾘ 高2
923 鈴木　遥香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 高1

5 八頭 1234 若林　里奈 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 高1
ﾔｽﾞ 高校 1231 谷口　莉沙 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｻ 高2

1230 国岡　千春 ｸﾆｵｶ ﾁﾊﾙ 高2
1233 林　　美菜 ﾊﾔｼ ﾐﾅ 高2

6 都立駒場 433 堀田亜沙美 ﾎｯﾀ ｱｻﾐ 高1
ﾄﾘﾂｺﾏﾊﾞ 高校 431 梶田　　舞 ｶｼﾞﾀ ﾏｲ 高3

434 土方なつき ﾋｼﾞｶﾀ ﾅﾂｷ 高1
430 栗栖　祥子 ｸﾘｽ ｼｮｳｺ 高3

7 札幌大谷 41 早坂みゆき ﾊﾔｻｶ ﾐﾕｷ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀﾆ 高校 42 種田　　恵 ﾀﾈﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高3

44 入部　早紀 ｲﾘﾍﾞ ｻｷ 高1
40 佐藤　真衣 ｻﾄｳ ﾏｲ 高3
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平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
島根県立水泳プ－ル                                

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 初芝 1077 小川　莉代 ｵｶﾞﾜ ﾘﾖ 高3

ﾊﾂｼﾊﾞ 高校 1080 北川　雅子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｺ 高2
1081 斉藤　加苗 ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 高2
1076 高橋　朱子 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｺ 高3

2 津田学園 977 高木　彩衣 ﾀｶｷﾞ ｱｲ 高1
ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 976 松村　彩加 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｶ 高2

973 岩尾　明香 ｲﾜｵ ﾊﾙｶ 高3
975 佐野真奈美 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 高2

3 県立橘 190 渡邉　　慧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 高2
ｹﾝﾘﾂﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 194 高橋めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 高1

193 瀬戸　沙織 ｾﾄ ｻｵﾘ 高1
195 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高1

4 広島沼田 1309 小林　梨紗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 高2
ﾇﾏﾀ 高校 1310 土居由佳里 ﾄﾞｲ ﾕｶﾘ 高1

1305 山田　　愛 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 高3
1307 松本　麻美 ﾏﾂﾓﾄ ｱｻﾐ 高2

5 鶴見女子 606 岡﨑　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高1
ﾂﾙﾐｼﾞｮｼ 高校 605 伊藤　　華 ｲﾄｳ ﾊﾅ 高1

604 伊藤　　咲 ｲﾄｳ ｻｷ 高2
607 小林　涼華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 高1

6 市立橘 675 池田　ゆう ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 高1
ｼﾘﾂﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 674 海口　綾乃 ｶｲｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 高1

676 宇野　春香 ｳﾉ ﾊﾙｶ 高1
677 上村　幸菜 ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾅ 高1

7 玉野光南 1285 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 高2
ﾀﾏﾉｺｳﾅﾝ 高校 1284 林　　美穂 ﾊﾔｼ ﾐﾎ 高2

1282 松本　亜弓 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ 高2
1283 矢部夕里永 ﾔﾍﾞ ﾕﾘｴ 高2

8 湘南工大附 578 高木　　緑 ﾀｶｷﾞ ﾐﾄﾞﾘ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶﾀﾞｲｶﾞｸ 高校 580 中島有佳里 ﾅｶｼﾏ ﾕｶﾘ 高1

576 宮杉　理紗 ﾐﾔｽｷﾞ ﾘｻ 高3
577 吉田　優子 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺ 高1
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第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
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スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 宇都宮中央女 245 東　志穂梨 ｱｽﾞﾏ ｼｵﾘ 高1

ｳﾂﾉﾐﾔﾁｭｳｵｳｼﾞｮｼ 高校 241 中　　綾香 ﾅｶ ｱﾔｶ 高2
240 清水　理恵 ｼﾐｽﾞ ﾘｴ 高2
243 桜岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 高2

2 聖和学園 113 山縣　慧子 ﾔﾏｶﾞﾀ ｹｲｺ 高1
ｾｲﾜｶﾞｸｴﾝ 高校 111 咲間　絵理 ｻｸﾏ ｴﾘ 高2

112 郡山　奈々 ｺｵﾘﾔﾏ ﾅﾅ 高2
110 渡辺　瑠美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾐ 高3

3 日大三島 828 三田　春子 ﾐﾀ ﾊﾙｺ 高2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾐｼﾏ 高校 830 芹澤　未央 ｾﾘｻﾞﾜ ﾐｵ 高2

822 井上　佳子 ｲﾉｳｴ ﾖｼｺ 高3
827 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 高3

4 佐久長聖 712 谷　　育弓 ﾀﾆ ｲｸﾐ 高3
ｻｸﾁｮｳｾｲ 高校 713 近藤　知未 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 高1

714 西澤恵里香 ﾆｼｻﾞﾜ ｴﾘｶ 高1
715 竹内沙也佳 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 高1

5 西京 1320 藤井みさと ﾌｼﾞｲ ﾐｻﾄ 高3
ｻｲｷｮｳ 高校 1321 山野井裕子 ﾔﾏﾉｲ ﾕｳｺ 高3

1322 竹下　好美 ﾀｹｼﾀ ﾖｼﾐ 高3
1324 鶴岡　直美 ﾂﾙｵｶ ﾅｵﾐ 高2

6 愛工大名電 943 小川紗智子 ｵｶﾞﾜ ｻﾁｺ 高2
ｱｲﾁｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞ 高校 942 市岡千恵子 ｲﾁｵｶ ﾁｴｺ 高2

941 鈴木　杏美 ｽｽﾞｷ ｱｽﾞﾐ 高3
940 山田　朋香 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶ 高3

7 新潟高田 747 服部　千尋 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾋﾛ 高2
ﾆｲｶﾞﾀﾀｶﾀﾞ 高校 749 飯田　桃子 ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｺ 高2

746 小川さやか ｵｶﾞﾜ ｻﾔｶ 高3
748 峯澤　玲名 ﾐﾈｻﾜ ﾚｲﾅ 高2

8 山形商業 149 高橋　理紗 ﾀｶﾊｼ ﾘｻ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 150 夛田　玲子 ﾀﾀﾞ ﾚｲｺ 高2

147 庄司ひかり ｼｮｳｼﾞ ﾋｶﾘ 高2
151 山中佑希子 ﾔﾏﾅｶ ﾕｷｺ 高1

Page: 4/9 Printing: 2004/08/19 9:23:26

愛  知

新  潟

山　形

加　盟

宮  城

静  岡

長  野

山　口

栃  木



平成16年度全国高等学校総合体育大会                
第72回日本高等学校選手権水泳競技大会              
島根県立水泳プ－ル                                

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 利府 101 菅原さやか ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾔｶ 高3

ﾘﾌ 高校 104 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高1
105 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 高1
106 東瀬由希菜 ﾄｳｾ ﾕｷﾅ 高1

2 大成女子 224 五島　梨紗 ｺﾞｼﾏ ﾘｻ 高3
ｻｲｾｲｼﾞｮｼ 高校 225 関本　望美 ｾｷﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 高3

226 青柳　千明 ｱｵﾔｷﾞ ﾁｱｷ 高3
227 飯田　春菜 ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾅ 高3

3 盛岡南 90 佐々木　圭 ｻｻｷ ｹｲ 高2
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 91 吉田　　悠 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 高2

92 田鎖ななえ ﾀｸｻﾘ ﾅﾅｴ 高1
93 藤野　香結 ﾌｼﾞﾉ ｶﾕ 高1

4 東海大浦安 416 江口　茜音 ｴｸﾞﾁ ｱｶﾈ 高3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 高校 419 佐藤　茉奈 ｻﾄｳ ﾏﾅ 高1

417 田中　梨緒 ﾀﾅｶ ﾘｵ 高2
413 佐藤　仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 高3

5 佐賀商業 1485 前田　真菜 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ 高2
ｻｶﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1484 小島　菜菜 ｺｼﾞﾏ ﾅﾅ 高3

1486 山本　鹿代 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖ 高2
1481 坂田弥寿菜 ｻｶﾀ ﾔｽﾅ 高3

6 市立尼崎 1164 市場　　愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高1
ｼﾘﾂｱﾏｶﾞｻｷ 高校 1158 西　さおり ﾆｼ ｻｵﾘ 高3

1162 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高2
1165 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高1

7 北陸大谷 798 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 高3
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 801 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 高1

802 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高1
800 向畦地英美 ﾑｶｲｱｾﾞﾁ ｴﾐ 高2

8 狭山ヶ丘 309 水村香奈子 ﾐｽﾞﾑﾗ ｶﾅｺ 高3
ｻﾔﾏｶﾞｵｶ 高校 310 中山　優希 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 高2

307 大河原沙貴 ｵｵｶﾜﾗ ｻｷ 高3
313 小野　由貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 高1
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スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 和歌山北 1226 有本麻衣那 ｱﾘﾓﾄ ﾏｲﾅ 高1

ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 1220 山西亜衣子 ﾔﾏﾆｼ ｱｲｺ 高3
1221 段野　理沙 ﾀﾞﾝﾉ ﾘｻ 高3
1223 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 高2

2 京都外大西 1015 牧　絵里奈 ﾏｷ ｴﾘﾅ 高3
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 1023 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高1

1014 上原　彩加 ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 高3
1012 土橋　茜子 ﾂﾁﾊｼ ｱｶﾈ 高3

3 武南 363 志波　　華 ｼﾊﾞ ﾊﾅ 高1
ﾌﾞﾅﾝ 高校 358 浅香　沙織 ｱｻｶ ｻｵﾘ 高3

356 笠井　由紀 ｶｻｲ ﾕｷ 高3
357 松本亜理紗 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾘｻ 高3

4 長崎商業 1502 佐々木絵里 ｻｻｷ ｴﾘ 高1
ﾅｶﾞｻｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1497 松尾　鮎美 ﾏﾂｵ ｱﾕﾐ 高3

1495 小川 　恵 ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 高3
1496 布志木千智 ﾌｼｷ ﾁｻﾄ 高3

5 長岡大手 734 横山　智恵 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｴ 高2
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 733 志田　英理 ｼﾀﾞ ｴﾘ 高3

735 高井　志乃 ﾀｶｲ ｼﾉ 高2
731 瀬下　　茜 ｾｼﾞﾓ ｱｶﾈ 高3

6 ルーテル学院 1536 寺本　瑞希 ﾃﾗﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 高2
ﾙ-ﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 1539 濵田　聖美 ﾊﾏﾀﾞ ｷﾖﾐ 高1

1534 亀山恵理華 ｶﾒﾔﾏ ｴﾘｶ 高3
1538 増永　由華 ﾏｽﾅｶﾞ ﾕｶ 高2

7 直方 1469 進藤　由衣 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 高3
ﾉｵｶﾞﾀ 高校 1474 和田　智恵 ﾜﾀﾞ ﾁｴ 高1

1475 吉原　　愛 ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾐ 高1
1468 隅田　奈々 ｽﾐﾀ ﾅﾅ 高3

8 武蔵野 499 会澤　美予 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾖ 高2
ﾑｻｼﾉ 高校 498 広瀬　愛香 ﾋﾛｾ ﾏﾅｶ 高3

503 西脇沙由里 ﾆｼﾜｷ ｻﾕﾘ 高1
502 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 山梨学院 697 川口　沙紀 ｶﾜｸﾞﾁ ｻｷ 高3

ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞ 高校 699 荻野　　茜 ｵｷﾞﾉ ｱｶﾈ 高1
698 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 高2
701 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高1

2 共愛学園 260 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高1
ｷｮｳｱｲｶﾞｸｴﾝ 高校 257 瑠捺ｼﾞｮｱﾝﾅ ﾙﾅ ｼﾞｮｱﾝﾅ 高2

258 新井ゆかり ｱﾗｲ ﾕｶﾘ 高2
259 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高2

3 愛知淑徳 874 臼田奈奈恵 ｳｽﾀﾞ ﾅﾅｴ 高3
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 882 早瀬実可子 ﾊﾔｾ ﾐｶｺ 高1

880 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高1
877 落合　幾子 ｵﾁｱｲ ｲｸｺ 高3

4 埼玉栄 345 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高1
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 338 中川裕理枝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘｴ 高3

336 吉田　沙記 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 高3
343 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高1

5 東邦 900 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高1
ﾄｳﾎｳ 高校 893 久保田晴奈 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高3

891 西原 亜美 ﾆｼﾊﾗ ｱﾐ 高3
897 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高1

6 東京立正 443 門　　秋子 ｶﾄﾞ ｱｷｺ 高3
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼｮｳ 高校 450 田辺テレサ ﾀﾅﾍﾞ ﾃﾚｻ 高1

446 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高1
445 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高2

7 八王子 487 中野　里美 ﾅｶﾉ ｻﾄﾐ 高2
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 490 川田　夏海 ｶﾜﾀ ﾅﾂﾐ 高1

484 小菅　麻美 ｺｽｹﾞ ｱｻﾐ 高3
489 原　さやか ﾊﾗ ｻﾔｶ 高2

8 大阪成蹊 1041 山本みどり ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 高3
ｵｵｻｶｾｲｹｲｼﾞｮｼ 高校 1046 杉野　友紀 ｽｷﾞﾉ ﾕｷ 高1

1044 斉藤　貴子 ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ 高2
1047 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高1
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スタートリスト
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大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 九州女子 1461 清水　桜子 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗｺ 高1

ｷｭｳｼｭｳｼﾞｮｼ 高校 1459 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高1
1454 伊藤　智香 ｲﾄｳ ﾁｶ 高3
1455 原　　靖枝 ﾊﾗ ﾔｽｴ 高2

2 東京成徳大高 462 吉野　友美 ﾖｼﾉ ﾕﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳｾｲﾄｸﾀﾞｲｶﾞ 高校 459 木下　美穂 ｷﾉｼﾀ ﾐﾎ 高2

458 川上亜也加 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 高2
457 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 高2

3 近畿大附 1138 亀崎あゆみ ｶﾒｻﾞｷ ｱﾕﾐ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 高校 1137 島田　彩香 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 高2

1142 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高1
1136 小林　悠媛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｴﾝ 高3

4 市立船橋 397 大野　　愛 ｵｵﾉ ｱｲ 高2
ｼﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 392 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 高3

390 山田　由佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 高3
389 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 高3

5 須磨学園 1183 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1181 中東　杏香 ﾅｶﾋｶﾞｼ ｷｮｳｺ 高3

1182 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高3
1184 藤嶋　彩香 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 高3

6 日大豊山女子 557 水島　　紗 ﾐｽﾞｼﾏ ｼｵﾘ 高3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞｻﾞﾝ 高校 556 宮崎伶以奈 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 高3

558 若林　美希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 高2
560 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 高2

7 羽衣学園 1061 田畑　知実 ﾀﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ 高3
ﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｸｴﾝ 高校 1060 廣谷　優衣 ﾋﾛﾀﾆ ﾕｲ 高3

1068 清水　広菜 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾅ 高1
1070 中坂　由佳 ﾅｶｻｶ ﾕｶ 高1

8 常盤木学園 119 高橋　知美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 高2
ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 115 飯川　聡子 ｲｲｶﾜ ｿｳｺ 高3

120 小出　麻未 ｺｲﾃﾞ ﾏﾐ 高1
117 河合　宝江 ｶﾜｲ ﾄﾐｴ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 磐田農業 859 二俣瑛美子 ﾌﾀﾏﾀｴﾐｺ 高3

ｲﾜﾀﾉｳｷﾞｮｳ 高校 862 浅井　愛美 ｱｻｲﾏﾅﾐ 高2
863 藤田　愛美 ﾌｼﾞﾀｱｲﾐ 高2
861 厚海　実咲 ｱﾂｳﾐﾐｻｷ 高2

2 桐蔭学園 656 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高1
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴﾝ 高校 652 秋和かおり ｱｷﾜ ｶｵﾘ 高3

658 首藤ゆかり ｽﾄｳ ﾕｶﾘ 高1
654 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高2

3 西城陽 1038 鈴木　真子 ｽｽﾞｷ ﾏｺ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1037 今井　　愛 ｲﾏｲ ｱｲ 高2

1032 黒木　綾乃 ｸﾛｷ ｱﾔﾉ 高3
1039 近藤　紗智 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 高2

4 春日部共栄 299 丸子　眞由 ﾏﾙｺ ﾏﾕ 高3
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 301 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高2

297 浅井　晴菜 ｱｻｲ ﾊﾙﾅ 高3
298 中村　美穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 高3

5 太成学院大高 1115 池田　祐子 ｲｹﾀﾞ ｻﾁｺ 高3
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞ 高校 1117 坪野　若菜 ﾂﾎﾞﾉ ﾜｶﾅ 高2

1123 矢野友理江 ﾔﾉ ﾕﾘｴ 高1
1120 久保　玲菜 ｸﾎﾞ ﾚｲﾅ 高2

6 天理 1209 田部井恵理 ﾀﾍﾞｲ ｴﾘ 高2
ﾃﾝﾘ 高校 1211 阿部　　薫 ｱﾍﾞ ｶｵﾙ 高1

1206 山本裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 高3
1207 金田　佑未 ｶﾅﾀ ﾕﾐ 高3

7 神奈川総合 683 殿岡　智己 ﾄﾉｵｶ ﾄﾓﾐ 高2
ｶﾅｶﾞﾜｿｳｺﾞｳ 高校 680 嶋田　夏季 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 高3

679 井上くらら ｲﾉｳｴ ｸﾗﾗ 高3
682 三原絵里奈 ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ 高2

8 藤村女子 466 田中　菜美 ﾀﾅｶ ﾅﾐ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗｼﾞｮｼ 高校 469 山﨑　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高1

464 大久保真実 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3
465 三浦　　葵 ﾐｳﾗ ｱｵｲ 高3
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