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競技                

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 331 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ ＪＳＳ姪浜 JSSﾒｲﾉﾊﾏ 中3
3 520 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
4 75 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高3
5 56 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ イトマン北本 ｲﾄﾏﾝｷﾀﾓﾄ 中3
6 230 向畦地英美 ﾑｶｲｱｾﾞﾁ ｴﾐ 北陸大谷高校 ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高2
7
8

2組
1 236 宣　　蘇恩 ｿﾝ ｿｳﾝ 城南静岡高校 Jｼｽﾞｵｶ 高1
2 502 柏谷　悠紀 ｶｼﾜﾔ ﾕｳｷ 東北学院大 T･G･U 大1
3 63 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ コナミ狭山 ｺﾅﾐｻﾔﾏ 大3
4 624 PARK NA RI Park Na-Ri ＫＯＲ KOR
5 91 大倉亜希奈 ｵｵｸﾗ ｱｷﾅ 柏洋・柏 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 大2
6 317 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 安全ＳＳ ｱﾝｾﾞﾝSS 中3
7 202 佐々木純子 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｺ イトマン横浜 ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 大1
8 616 ZHU YINGWEN Zhu Yingwen ＣＨＮ CHN

3組
1 656 NIEH PIN CHIEH Nieh Pin-Chi ＴＰＥ TPE
2 501 杉本　雪華 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ 東北学院大 T･G･U 大1
3 143 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ セ・池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高2
4 393 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 573 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
6 240 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ ミシマＳＣ ﾐｼﾏSC 高3
7 147 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ コナミ西葛西 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ 高3
8 400 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1

4組
1 189 岩崎　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ アクラブ藤沢 ｱｸﾗﾌﾞﾌｼﾞ 大1
2 36 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ イトマン安中 ｲﾄﾏﾝｱﾝﾅｶ 高2
3 401 中山　仁美 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 320 山田　　香 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 岡山県水連 ｵｶﾔﾏｹﾝｽｲ
5 346 新槙香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
6 206 遠藤美裕紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ ＧＳアサオ ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾘｱ 大2
7 226 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ ＪＳＳ長岡 JSSﾅｶﾞｵｶ 高3
8 636 H.MCLEAN McLean Hanna ＮＺＬ NZL

5組
1 160 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 大2
2 655 LEE HUEI YUN Lee Huei-Yun ＴＰＥ TPE
3 129 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高1
4 635 A.FITCH Fitch Alison ＮＺＬ NZL
5 305 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ ＫＯＮＡＭＩ KONAMI 高3
6 666 E.MICHELLE Engelsman Mi ＡＵＳ AUS
7 162 内藤　　薫 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 高3
8 108 阿部　由佳 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ ユアー習志野 ﾕｱｰﾅﾗｼﾉ 高3
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6組
1 148 会澤　美予 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾖ 三菱養和ＳＳ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 高2
2 467 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
3 462 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
4 617 H.M.SEPPALA Seppala Hann ＦＩＮ FIN
5 161 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 高2
6 327 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ ＯＫＳＳ OKSS 高1
7 386 佐藤　汐里 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
8 282 中西　悠子 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｺ 枚方ＳＳ ﾋﾗｶﾀSS
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