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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 岡    山 3304 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 中3
ｵｶﾔﾏ 3305 原田　愛弓 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 中3

3311 手島　　翠 ﾃｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 高1
3303 藤原　杏奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾝﾅ 中3

3 富    山 1801 村上　愛美 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾅﾐ 中3
ﾄﾔﾏ 1810 橋田　祐里 ﾊｼﾀﾞ ﾕﾘ 中3

1814 川西英里香 ｶﾜﾆｼ ｴﾘｶ 高1
1812 島田　夏華 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾂｶ 中3

4 栃    木 919 大垣　苑子 ｵｵｶﾞｷ ｿﾉｺ 中3
ﾄﾁｷﾞ 921 田山　光桃 ﾀﾔﾏ ﾐﾓﾓ 中3

915 菊地　　優 ｷｸﾁ ﾕｳ 高1
920 有坂　美来 ｱﾘｻｶ ﾐﾗｲ 中3

5 埼    玉 1119 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 中3
ｻｲﾀﾏ 1143 清信　麻衣 ｷﾖﾉﾌﾞ ﾏｲ 高1

1129 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高1
1116 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ 中3

6 兵    庫 2812 市場　　愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 2801 井関　那緒 ｲｾｷ ﾅｵ 中3

2803 鞍田　香奈 ｸﾗﾀ ｶﾅ 中3
2813 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高1

7 大    分 4419 渡辺　　歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 中3
ｵｵｲﾀ 4413 堀田　愛美 ﾎｯﾀ ﾏﾅﾐ 高1

4409 宮田ゆかり ﾐﾔﾀ ﾕｶﾘ 中3
4411 平野　未央 ﾋﾗﾉ ﾐｵ 高1

8 宮    城 448 船木　玲奈 ﾌﾅｷ ﾚﾅ 中3
ﾐﾔｷﾞ 436 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高1

425 小出　麻未 ｺｲﾃﾞ ﾏﾐ 高1
415 塩谷美香子 ｼｵﾔ ﾐｶｺ 高1

9 香    川 3617 鎌田　真衣 ｶﾏﾀﾞ ﾏｲ 中3
ｶｶﾞﾜ 3619 佐柳　　歩 ｻﾅｷﾞ ｱﾕﾐ 中3

3618 小比賀ひとみ ｵﾋﾞｶ ﾋﾄﾐ 中3
3615 大西　幾美 ｵｵﾆｼ ｲｸﾐ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 山    形 635 阿部　　光 ｱﾍﾞ ﾋｶﾘ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 602 金谷明日香 ｶﾅﾔ ｱｽｶ 高1

604 山口　南実 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾐﾅﾐ 高1
625 小松原瑛美 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾐ 高1

3 新    潟 1722 奈良　梨央 ﾅﾗ ﾘｵ 中3
ﾆｲｶﾞﾀ 1701 高橋久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 中3

1730 田代和歌子 ﾀｼﾛ ﾜｶｺ 高1
1704 佐藤由佳里 ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 中3

4 福    岡 4042 松岡　瑞姫 ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞｷ 中3
ﾌｸｵｶ 4048 林　　綾菜 ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ 中3

4021 西村　信乃 ﾆｼﾑﾗ ｼﾉ 高1
4049 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ 中3

5 東    京 1318 出川友理江 ﾃﾞｶﾜ ﾕﾘｴ 中3
ﾄｳｷｮｳ 1347 川田　夏海 ｶﾜﾀ ﾅﾂﾐ 高1

1348 澤田　絵美 ｻﾜﾀﾞ ｴﾐ 高1
1330 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高1

6 山    口 3509 隅　　彰子 ｽﾐ ｱｷｺ 中3
ﾔﾏｸﾞﾁ 3511 藤井　　涼 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳ 中3

3510 狩俣　有希 ｶﾘﾏﾀ ﾕｷ 中3
3507 古満　彩乃 ﾌﾙﾐﾂ ｱﾔﾉ 高1

7 千    葉 1232 鈴木　　綾 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 中3
ﾁﾊﾞ 中学 1228 伊藤　　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 中3

1233 吉田　理紗 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 中3
1244 平山瑛梨奈 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘﾅ 中3

8 石    川 1901 伊藤　桐子 ｲﾄｳ ｷﾘｺ 中3
ｲｼｶﾜ 中学 1914 寺坂　　泉 ﾃﾗｻｶ ｲｽﾞﾐ 中3

1917 西　　結花 ﾆｼ ﾕｶ 中3
1913 山本　知佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ 中3

9 秋    田 515 小柳由美子 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 高1
ｱｷﾀ 524 保坂　恵美 ﾎｻｶ ｴﾐ 中3

503 田中菜摘子 ﾀﾅｶ ﾅﾂｺ 高1
518 長谷川　茜 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 岩    手 310 佐々木友恵 ｻｻｷ ﾄﾓｴ 中3
ｲﾜﾃ 309 千葉留美子 ﾁﾊﾞ ﾙﾐｺ 中3

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

3 長    野 1615 宮坂　　翠 ﾐﾔｻｶ ﾐﾄﾞﾘ 中3
ﾅｶﾞﾉ 1621 近藤　知未 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 高1

1613 宮下　　愛 ﾐﾔｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 中3
1624 竹内沙也佳 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 高1

4 愛    知 2210 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高1
ｱｲﾁ 高校 2209 福岡もえみ ﾌｸｵｶ ﾓｴﾐ 高1

2203 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高1
2221 西　未花子 ﾆｼ ﾐｶｺ 高1

5 大    阪 2734 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 中3
ｵｵｻｶ 2722 菊池　　葵 ｷｸﾁ ｱｵｲ 高1

2718 矢野友理江 ﾔﾉ ﾕﾘｴ 高1
2730 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高1

6 神 奈 川 1417 高木　　緑 ﾀｶｷﾞ ﾐﾄﾞﾘ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 1432 深瀬美沙子 ﾌｶｾ ﾐｻｺ 中3

1405 宇野　春香 ｳﾉ ﾊﾙｶ 高1
1429 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高1

7 京    都 2613 坂本　奈穂 ｻｶﾓﾄ ﾅﾎ 中3
ｷｮｳﾄ 2633 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高1

2622 真繼奈緒子 ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ 中3
2616 山崎真斗香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 高1

8 静    岡 2121 熊谷　ねね ｸﾏｶﾞﾔ ﾈﾈ 高1
ｼｽﾞｵｶ 2135 小野田真弓 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾕﾐ 中3

2130 村松　杏莉 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾝﾘ 高1
2124 宣　　蘇恩 ｿﾝ ｿｳｳﾝ 高1

9 茨    城 812 松本　　薫 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾙ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 816 小糸　　和 ｺｲﾄ ﾉﾄﾞｶ 高1

819 山田彩菜恵 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾅｴ 高1
811 鬼島いずみ ｷｼﾏ ｲｽﾞﾐ 高1
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