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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 秋    田 518 長谷川　茜 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高1
ｱｷﾀ 528 阿部　知佳 ｱﾍﾞ ﾁｶ 中3

517 打川めぐみ ｳﾁｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 高1
515 小柳由美子 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 高1

3 宮    城 425 小出　麻未 ｺｲﾃﾞ ﾏﾐ 高1
ﾐﾔｷﾞ 高校 415 塩谷美香子 ｼｵﾔ ﾐｶｺ 高1

437 東瀬由希菜 ﾄｳｾ ﾕｷﾅ 高1
436 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高1

4 長    崎 4208 白濱かおり ｼﾗﾊﾏ ｶｵﾘ 中3
ﾅｶﾞｻｷ 4205 田中　成美 ﾀﾅｶ ﾅﾙﾐ 高1

4211 布志木香名 ﾌｼｷ ｶﾅ 高1
4204 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 中3

5 大    阪 2730 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高1
ｵｵｻｶ 高校 2702 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高1

2711 山階　早姫 ﾔﾏｼﾅ ｻｷ 高1
2718 矢野友理江 ﾔﾉ ﾕﾘｴ 高1

6 千    葉 1226 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 中3
ﾁﾊﾞ 1232 鈴木　　綾 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 中3

1203 吉井　莉恵 ﾖｼｲ ﾘｴ 高1
1244 平山瑛梨奈 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘﾅ 中3

7 石    川 1922 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高2
ｲｼｶﾜ 1904 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高1

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

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

2633 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高1
2606 宮越　知紗 ﾐﾔｺｼ ﾁｻ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 富    山 1812 島田　夏華 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾂｶ 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
1817 久保早紀子 ｸﾎﾞ ｻｷｺ 中3

3 愛    知 2210 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高1
ｱｲﾁ 2221 西　未花子 ﾆｼ ﾐｶｺ 高1

2207 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高1
2237 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 中3

4 福    岡 4049 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ 中3
ﾌｸｵｶ 4011 樋口明日香 ﾋｸﾞﾁ ｱｽｶ 高1

4006 吉原　　愛 ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾐ 高1
4047 樋渡　千夏 ﾋﾜﾀｼ ﾁｶ 中3

5 東    京 1330 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳ 1328 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高1

1318 出川友理江 ﾃﾞｶﾜ ﾕﾘｴ 中3
1340 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 中3

6 神 奈 川 1429 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 1422 笹間　琴美 ｻｻﾏ ｺﾄﾐ 中3

1424 山根　美咲 ﾔﾏﾈ ﾐｻｷ 中3
1405 宇野　春香 ｳﾉ ﾊﾙｶ 高1

7 茨    城 819 山田彩菜恵 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾅｴ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 811 鬼島いずみ ｷｼﾏ ｲｽﾞﾐ 高1

816 小糸　　和 ｺｲﾄ ﾉﾄﾞｶ 高1
812 松本　　薫 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾙ 高1

8 岩    手 322 藤野　香結 ﾌｼﾞﾉ ｶﾕ 高1
ｲﾜﾃ 318 田鎖ななえ ﾀｸｻﾘ ﾅﾅｴ 高1

307 田辺　　彩 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 高1
315 平賀ちさと ﾋﾗｶ ﾁｻﾄ 中3

9 岡    山 3304 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 中3
ｵｶﾔﾏ 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
3319 松岡　彩夏 ﾏﾂｵｶ ｱﾔｶ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 岐    阜 2408 小池　真由 ｺｲｹ ﾏﾕ 中3
ｷﾞﾌ 2405 西口　まや ﾆｼｸﾞﾁ ﾏﾔ 中3

2410 竹中　まい ﾀｹﾅｶ ﾏｲ 高1
2404 松井菜津美 ﾏﾂｲ ﾅﾂﾐ 高1

3 新    潟 1704 佐藤由佳里 ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 中3
ﾆｲｶﾞﾀ 中学 1720 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 中3

1705 千葉　優美 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐ 中3
1722 奈良　梨央 ﾅﾗ ﾘｵ 中3

4 群    馬 1023 坂上　　梢 ｻｶｳｴ ｺｽﾞｴ 中3
ｸﾞﾝﾏ 1033 狩野はづき ｶﾉｳ ﾊﾂﾞｷ 高1

1028 柏原　裕希 ｶｼﾊﾗ ﾕｷ 高1
1019 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ 中3

5 埼    玉 1116 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ 中3
ｻｲﾀﾏ 中学 1121 上石　　瞳 ｶﾐｲｼ ﾋﾄﾐ 中3

1117 内田　麻美 ｳﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 中3
1119 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 中3

6 静    岡 2124 宣　　蘇恩 ｿﾝ ｿｳｳﾝ 高1
ｼｽﾞｵｶ 2133 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 中3

2122 西田麻優香 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾕｶ 高1
2120 李　　美沙 ﾘｰ ﾐｻ 高1

7 福    島 棄権
ﾌｸｼﾏ

8 兵    庫 2813 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 2802 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 中3

2808 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 中3
2805 河本　　紬 ｺｳﾓﾄ ﾂﾑｷﾞ 中3

9 山    形 630 遠藤　光彩 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 625 小松原瑛美 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾐ 高1

611 阿部　結佳 ｱﾍﾞ ﾕｲｶ 高1
602 金谷明日香 ｶﾅﾔ ｱｽｶ 高1
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