
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. 51 女子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 高知商業 1403 見元　桃子 ﾐﾓﾄ ﾓﾓｺ 高3

ｺｳﾁｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1400 十河　直美 ﾄｳｺﾞｳ ﾅｵﾐ 高3
1401 太田めぐみ ｵｵﾀ ﾒｸﾞﾐ 高3
1404 須内　陽子 ｽﾉｳﾁ ﾖｳｺ 高3

2 札幌静修 20 田村このみ ﾀﾑﾗ ｺﾉﾐ 高2
ｻｯﾎﾟﾛｾｲｼｭｳ 高校 22 福浦　　舞 ﾌｸｳﾗ ﾏｲ 高1

18 原田　文音 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾈ 高2
19 井口絵里加 ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 高2

3 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 1282 松本　亜弓 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ 高2

1286 松岡　彩夏 ﾏﾂｵｶ ｱﾔｶ 高1
1283 矢部夕里永 ﾔﾍﾞ ﾕﾘｴ 高2

4 狭山ヶ丘 313 小野　由貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 高1
ｻﾔﾏｶﾞｵｶ 高校 308 辻中　麻江 ﾂｼﾞﾅｶ ｱｻｴ 高3

312 田中　友梨 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 高1
307 大河原沙貴 ｵｵｶﾜﾗ ｻｷ 高3

5 宇都宮中央女 244 梅原　　優 ｳﾒﾊﾗ ﾕｳ 高1
ｳﾂﾉﾐﾔﾁｭｳｵｳｼﾞｮｼ 高校 246 小倉　茉緒 ｵｸﾞﾗ ﾏｵ 高1

239 須藤　侑子 ｽﾄﾞｳ ﾕｳｺ 高3
243 桜岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 高2

6 安来 1251 山岡絵里香 ﾔﾏｵｶ ｴﾘｶ 高2
ﾔｽｷﾞ 高校 1249 濱田ゆいか ﾊﾏﾀﾞ ﾕｲｶ 高3

1253 濱田まいか ﾊﾏﾀﾞ ﾏｲｶ 高1
1250 吉川　綾香 ｷｯｶﾜ ｱﾔｶ 高3

7 土佐女子 1396 萩野　麻衣 ﾊｷﾞﾉ ﾏｲ 高3
ﾄｻｼﾞｮｼ 高校 1397 阿佐友季子 ｱｻ ﾕｷｺ 高3

1399 池尻　麻美 ｲｹｼﾞﾘ ｱｻﾐ 高1
1398 藤原　麻衣 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｲ 高2

8 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 28 安崎　亜美 ﾔｽｻﾞｷ ｱﾐ 高3

32 高梨茉里衣 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｴ 高2
33 藤本　沙織 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻｵﾘ 高2

Page: 1/8 Printing: 2004/08/20 8:16:02

加　盟

栃  木

島　根

高  知

北海道

高  知

北海道

岡　山

埼  玉



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. 51 女子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 札幌大谷 40 佐藤　真衣 ｻﾄｳ ﾏｲ 高3

ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀﾆ 高校 41 早坂みゆき ﾊﾔｻｶ ﾐﾕｷ 高3
46 田中なつみ ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 高1
44 入部　早紀 ｲﾘﾍﾞ ｻｷ 高1

2 佐賀商業 1482 中原　麻美 ﾅｶﾊﾗ ｱｻﾐ 高3
ｻｶﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1487 手島　亜弓 ﾃｼﾏ ｱﾕﾐ 高1

1481 坂田弥寿菜 ｻｶﾀ ﾔｽﾅ 高3
1485 前田　真菜 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ 高2

3 市立橘 676 宇野　春香 ｳﾉ ﾊﾙｶ 高1
ｼﾘﾂﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 675 池田　ゆう ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 高1

674 海口　綾乃 ｶｲｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 高1
677 上村　幸菜 ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾅ 高1

4 直方 1473 野口麻登香 ﾉｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 高1
ﾉｵｶﾞﾀ 高校 1468 隅田　奈々 ｽﾐﾀ ﾅﾅ 高3

1470 吉原　麻衣 ﾖｼﾊﾗ ﾏｲ 高3
1475 吉原　　愛 ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾐ 高1

5 高岡西 775 八塚　晶代 ﾔﾂﾂﾞｶ ﾏｻﾖ 高2
ﾀｺｵｶﾆｼ 高校 777 川西英里香 ｶﾜﾆｼ ｴﾘｶ 高1

776 三屋　春香 ﾐﾂﾔ ﾊﾙｶ 高2
774 小西麻奈美 ｺﾆｼ ﾏﾅﾐ 高2

6 福島成蹊 203 安田　千晶 ﾔｽﾀﾞ ﾁｱｷ 高2
ﾌｸｼﾏｾｲｹｲ 高校 202 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 高2

200 藤波　佳恵 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾖｼｴ 高2
201 坂本　幸子 ｻｶﾓﾄ ｻﾁｺ 高2

7 県立岐阜商業 981 大坪知佐子 ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻｺ 高3
ｹﾝﾘﾂｷﾞﾌｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 984 山田　紗彩 ﾔﾏﾀﾞ ｻｱﾔ 高2

986 清部のりか ｾｲﾍﾞ ﾉﾘｶ 高2
987 岡田　あい ｵｶﾀﾞ ｱｲ 高1

8 徳島市立 1349 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ 高1
ﾄｸｼﾏｼﾘﾂ 高校 1351 阿部紗友里 ｱﾍﾞ ｻﾕﾘ 高1

1348 久木麻里衣 ｸｷ ﾏﾘｴ 高2
1350 兼間　陽子 ｶﾈﾏ ﾖｳｺ 高1
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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. 51 女子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 鶴見女子 607 小林　涼華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 高1

ﾂﾙﾐｼﾞｮｼ 高校 606 岡﨑　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高1
605 伊藤　　華 ｲﾄｳ ﾊﾅ 高1
604 伊藤　　咲 ｲﾄｳ ｻｷ 高2

2 磐田農業 861 厚海　実咲 ｱﾂｳﾐﾐｻｷ 高2
ｲﾜﾀﾉｳｷﾞｮｳ 高校 859 二俣瑛美子 ﾌﾀﾏﾀｴﾐｺ 高3

865 田代　彩華 ﾀｼﾛｱﾔｶ 高1
867 大橋　美文 ｵｵﾊｼﾐﾌﾐ 高1

3 館林女子 277 鈴木　茉莉 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 高3
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｼﾞｮｼ 高校 281 坂上　　梓 ｻｶｳｴ ｱｽﾞｻ 高1

280 柏原　裕希 ｶｼﾊﾗ ﾕｷ 高1
278 根岸　千嘉 ﾈｷﾞｼ ﾁｶ 高2

4 京都外大西 1012 土橋　茜子 ﾂﾁﾊｼ ｱｶﾈ 高3
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 1014 上原　彩加 ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 高3

1023 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高1
1019 北　絵里香 ｷﾀ ｴﾘｶ 高3

5 八王子 489 原　さやか ﾊﾗ ｻﾔｶ 高2
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 493 恩田　一実 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 高1

495 市川あさひ ｲﾁｶﾜ ｱｻﾋ 高1
488 山下　由里 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ 高2

6 金沢 792 中田　　圭 ﾅｶﾀﾞ ｹｲ 高3
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 791 米永　智香 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾁｶ 高3

794 小﨑　陽子 ｺｻｷ ﾖｳｺ 高2
795 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高1

7 利府 104 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高1
ﾘﾌ 高校 101 菅原さやか ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾔｶ 高3

102 鎌田　美佳 ｶﾏﾀﾞ ﾐｶ 高2
106 東瀬由希菜 ﾄｳｾ ﾕｷﾅ 高1

8 鎮西 1524 岩本　実希 ｲﾜﾓﾄ ﾐｷ 高3
ﾁﾝｾﾞｲ 高校 1525 宮本茉奈美 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅﾐ 高3

1522 平田　絵里 ﾋﾗﾀ ｴﾘ 高3
1526 中原　福美 ﾅｶﾊﾗ ﾌｸﾐ 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. 51 女子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 県立橘 195 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高1

ｹﾝﾘﾂﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 189 古関　美郷 ｺｾｷ ﾐｻﾄ 高3
193 瀬戸　沙織 ｾﾄ ｻｵﾘ 高1
194 高橋めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 高1

2 西城陽 1039 近藤　紗智 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1040 小野寺志織 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｵﾘ 高2

1036 岡本　由佳 ｵｶﾓﾄ ﾕｶ 高3
1033 岡本　舞子 ｵｶﾓﾄ ﾏｲｺ 高3

3 初芝 1076 高橋　朱子 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｺ 高3
ﾊﾂｼﾊﾞ 高校 1079 西村　杏奈 ﾆｼﾑﾗ ｱﾝﾅ 高3

1081 斉藤　加苗 ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 高2
1078 西田　早苗 ﾆｼﾀﾞ ｻﾅｴ 高3

4 東京成徳大高 457 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 高2
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

461 堀内　玲子 ﾎﾘｳﾁ ﾚｲｺ 高1
458 川上亜也加 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 高2

5 秋田南 138 高橋　水希 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 高2
ｱｷﾀﾐﾅﾐ 高校 141 小柳由美子 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 高1

140 打川めぐみ ｳﾁｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 高1
139 長谷川　茜 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高1

6 愛み大瑞穂 889 小穴 夏美 ｺｱﾅ ﾅﾂﾐ 高1
ｱｲﾁﾐｽﾞﾎﾀﾞｲｶﾞｸﾐ 高校 886 尾関　奈弥 ｵｾﾞｷ ﾅﾐ 高2

885 高柳真梨那 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏﾘﾅ 高3
888 植松 幸乃 ｳｴﾏﾂ ﾕｷﾉ 高2

7 品川女子学院 550 村上麻里也 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘﾔ 高2
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮｼｶﾞｸｲﾝ 高校 547 井上　祐恵 ｲﾉｳｴ ｻﾁｴ 高3

551 樋熊　彩美 ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ 高1
552 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高1

8 神奈川総合 681 大津留美雪 ｵｵﾂﾙ ﾐﾕｷ 高3
ｶﾅｶﾞﾜｿｳｺﾞｳ 高校 682 三原絵里奈 ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ 高2

683 殿岡　智己 ﾄﾉｵｶ ﾄﾓﾐ 高2
679 井上くらら ｲﾉｳｴ ｸﾗﾗ 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. 51 女子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 広島沼田 1309 小林　梨紗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 高2

ﾇﾏﾀ 高校 1306 中村　久美 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐ 高3
1308 保田　理恵 ﾔｽﾀﾞ ﾘｴ 高2
1307 松本　麻美 ﾏﾂﾓﾄ ｱｻﾐ 高2

2 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 1043 梅園　由貴 ｳﾒｿﾞﾉ ﾕｷ 高2

1047 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高1
1044 斉藤　貴子 ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ 高2

3 藤村女子 465 三浦　　葵 ﾐｳﾗ ｱｵｲ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗｼﾞｮｼ 高校 466 田中　菜美 ﾀﾅｶ ﾅﾐ 高3

468 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高1
464 大久保真実 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3

4 ルーテル学院 1537 古閑みどり ｺｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ 高2
ﾙ-ﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 1538 増永　由華 ﾏｽﾅｶﾞ ﾕｶ 高2

1535 太田　成美 ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ 高3
1536 寺本　瑞希 ﾃﾗﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 高2

5 九州女子 1455 原　　靖枝 ﾊﾗ ﾔｽｴ 高2
ｷｭｳｼｭｳｼﾞｮｼ 高校 1460 樋口明日香 ﾋｸﾞﾁｱｽｶ 高1

1453 芳賀　歩美 ﾊｶﾞ ｱﾕﾐ 高3
1452 新　明日香 ｼﾝ ｱｽｶ 高3

6 天理 1209 田部井恵理 ﾀﾍﾞｲ ｴﾘ 高2
ﾃﾝﾘ 高校 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
1208 山中　　望 ﾔﾏﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 高2

7 和洋国府台 409 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 高2
ﾜﾖｳｺｳﾉﾀﾞｲｼﾞｮｼ 高校 407 小林亜里沙 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾘｻ 高3

408 花見　沙織 ﾊﾅﾐ ｻｵﾘ 高2
411 佐藤菜々子 ｻﾄｳ ﾅﾅｺ 高1

8 鶴岡工業 170 今井　幸美 ｲﾏｲ ﾕﾐ 高1
ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ 高校 168 今野　映華 ｺﾝﾉ ｴｲｶ 高2

169 菅原　　愛 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｲ 高2
171 阿部　結佳 ｱﾍﾞ ﾕｲｶ 高1

Page: 5/8 Printing: 2004/08/20 8:16:28

加　盟

福  岡

奈  良

千　葉

山　形

広　島

大  阪

東  京

熊  本



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. 51 女子    400m   リレー   予選   8組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 桐蔭学園 654 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高2

ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴﾝ 高校 655 折川　恵理 ｵﾘｶﾜ ｴﾘ 高1
652 秋和かおり ｱｷﾜ ｶｵﾘ 高3
656 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 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 258 新井ゆかり ｱﾗｲ ﾕｶﾘ 高2

257 瑠捺ｼﾞｮｱﾝﾅ ﾙﾅ ｼﾞｮｱﾝﾅ 高2
259 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高2

3 長岡大手 736 佐藤　　舞 ｻﾄｳ ﾏｲ 高2
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 732 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 高3

737 瀬下　　遥 ｾｼﾞﾓ ﾊﾙｶ 高2
731 瀬下　　茜 ｾｼﾞﾓ ｱｶﾈ 高3

4 市立船橋 396 賢木友理絵 ｻｶｷ ﾕﾘｴ 高2
ｼﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 393 阿部　由佳 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 高3

395 入田津久詩 ｲﾘﾀ ﾂｸｼ 高2
389 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 高3

5 春日部共栄 298 中村　美穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 高3
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 296 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 高3

297 浅井　晴菜 ｱｻｲ ﾊﾙﾅ 高3
301 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高2

6 日大豊山女子 560 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 高2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞｻﾞﾝ 高校 561 六十苅　悠 ﾛｸｼﾞﾕｳｶﾞﾘ ﾊﾙ 高2

555 手塚　永実 ﾃﾂﾞｶ ｴｲﾐ 高3
557 水島　　紗 ﾐｽﾞｼﾏ ｼｵﾘ 高3

7 日大藤沢 629 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 高3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾌｼﾞｻﾜ 高校 633 柏木　優子 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｺ 高2

634 大塚茉奈美 ｵｵﾂｶ ﾏﾅﾐ 高2
635 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 高2

8 東海大浦安 418 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高1
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 高校 416 江口　茜音 ｴｸﾞﾁ ｱｶﾈ 高3

420 坂本　紗羅 ｻｶﾓﾄ ｻﾗ 高1
413 佐藤　仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 羽衣学園 1070 中坂　由佳 ﾅｶｻｶ ﾕｶ 高1

ﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｸｴﾝ 高校 1069 佐野　　典 ｻﾉ ﾂｶｻ 高1
1061 田畑　知実 ﾀﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ 高3
1066 片山　美穂 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾎ 高1

2 東邦 897 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高1
ﾄｳﾎｳ 高校 900 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高1

899 福岡もえみ ﾌｸｵｶ ﾓｴﾐ 高1
892 吉永 有里 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕﾘ 高3

3 市立尼崎 1162 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高2
ｼﾘﾂｱﾏｶﾞｻｷ 高校 1165 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高1

1160 上村　佳奈 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅ 高3
1159 塩谷　　萌 ｼｵﾔ ﾒｸﾞﾐ 高3

4 須磨学園 1186 吉村　志保 ﾖｼﾑﾗ ｼﾎ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1188 上月　智尋 ｺｳﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ 高2

1183 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 高3
1184 藤嶋　彩香 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 高3

5 近畿大附 1136 小林　悠媛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｴﾝ 高3
ｷﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸ 高校 1135 溝口　　愛 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱｲ 高3

1140 坂上　友理 ｻｶｳｴ ﾕﾘ 高1
1141 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高1

6 太成学院大高 1122 山階　早姫 ﾔﾏｼﾅ ｻｷ 高1
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞ 高校 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
1118 吉川　元子 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄｺ 高2

7 和歌山北 1223 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 1222 山下　花織 ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾘ 高3

1220 山西亜衣子 ﾔﾏﾆｼ ｱｲｺ 高3
1224 若宮あゆみ ﾜｶﾐﾔ ｱﾕﾐ 高2

8 長崎商業 1499 宮下　由香 ﾐﾔｼﾀ ﾕｶ 高2
ﾅｶﾞｻｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1501 布志木香名 ﾌｼｷ ｶﾅ 高1

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
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 愛知淑徳 877 落合　幾子 ｵﾁｱｲ ｲｸｺ 高3

ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 874 臼田奈奈恵 ｳｽﾀﾞ ﾅﾅｴ 高3
880 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高1
876 間瀬　礼奈 ﾏｾ ﾚｲﾅ 高3

2 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 832 水上　麗実 ﾐｽﾞｶﾐ ﾚﾐ 高2

827 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 高3
826 石原　慶子 ｲｼﾊﾗ ｹｲｺ 高3

3 北陸大谷 800 向畦地英美 ﾑｶｲｱｾﾞﾁ ｴﾐ 高2
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 798 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 高3

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

4 武蔵野 502 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 高1
ﾑｻｼﾉ 高校 497 下地　愛実 ｼﾓｼﾞ ｱｲﾐ 高3

499 会澤　美予 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾖ 高2
500 赤上　　唯 ｱｶｶﾞﾐ ﾕｲ 高2

5 埼玉栄 337 川島　えり ｶﾜｼﾏ ｴﾘ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 344 小舘　彩佳 ｺﾀﾞﾃ ｱﾔｶ 高1

345 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高1
336 吉田　沙記 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 高3

6 東京立正 445 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高2
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼｮｳ 高校 448 吉川　夏唯 ﾖｼｶﾜ ｶｲ 高1

447 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高1
446 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高1

7 武南 361 上野山祐季 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳｷ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 363 志波　　華 ｼﾊﾞ ﾊﾅ 高1

357 松本亜理紗 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾘｻ 高3
360 野尻麻美子 ﾉｼﾞﾘ ﾏﾐｺ 高2

8 常盤木学園 117 河合　宝江 ｶﾜｲ ﾄﾐｴ 高3
ﾄｷﾜｷﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 119 高橋　知美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 高2

118 木村　美舞 ｷﾑﾗ ﾐﾑ 高3
114 黒坂真奈美 ｸﾛｻｶ ﾏﾅﾐ 高3
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