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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 茨    城 817 青柳　千明 ｱｵﾔｷﾞ ﾁｱｷ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 820 新川　晴香 ｼﾝｶﾜ ﾊﾙｶ 高3

821 若佐　由佳 ﾜｶｻ ﾕｶ 高2
822 丸山寿美枝 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾐｴ 高3

3 奈    良 2904 金田　佑未 ｶﾅﾀ ﾕﾐ 高3
ﾅﾗ 高校 2918 押井　奈緒 ｵｼｲ ﾅｵ 高2

2907 山本裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 高3
2906 山中　　望 ﾔﾏﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 高2

4 京    都 2618 山内　美奈 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾅ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 2637 土橋　茜子 ﾂﾁﾊｼ ｱｶﾈ 高3

2644 北　絵里香 ｷﾀ ｴﾘｶ 高3
2620 上原　彩加 ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 高3

5 兵    庫 2823 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2811 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高2

2824 吉村　志保 ﾖｼﾑﾗ ｼﾎ 高3
2828 藤嶋　彩香 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 高3

6 神 奈 川 1425 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1442 天野　美沙 ｱﾏﾉ ﾐｻ 高3

1444 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高2
1423 三原絵里奈 ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ 高2

7 静    岡 2105 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 2103 三田　春子 ﾐﾀ ﾊﾙｺ 高2

2106 水上　麗実 ﾐｽﾞｶﾞﾐ ﾚﾐ 高2
2107 石原　慶子 ｲｼﾊﾗ ｹｲｺ 高3

8 和 歌 山 3002 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 高2
ﾜｶﾔﾏ 高校 3006 若宮あゆみ ﾜｶﾐﾔ ｱﾕﾐ 高2

3011 田中　里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 高2
3005 山西亜衣子 ﾔﾏﾆｼ ｱｲｺ 高3
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2組
1

2 富    山 1809 霜上　美智 ｼﾓｶﾞﾐ ﾐｻﾄ 高2
ﾄﾔﾏ 高校 1813 小西麻奈美 ｺﾆｼ ﾏﾅﾐ 高2

1808 若林　初美 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾐ 高3
1815 八塚　晶代 ﾔﾂﾂﾞｶ ﾏｻﾖ 高2

3 愛    知 2215 岩﨑佐代子 ｲﾜｻｷ ｻﾖｺ 高2
ｱｲﾁ 高校 2222 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 高3

2205 落合　幾子 ｵﾁｱｲ ｲｸｺ 高3
2232 澤本　絵里 ｻﾜﾓﾄ ｴﾘ 高2

4 新    潟 1732 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1737 佐藤　　舞 ｻﾄｳ ﾏｲ 高2

1731 小川さやか ｵｶﾞﾜ ｻﾔｶ 高3
1739 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 高3

5 埼    玉 1149 中村　美穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 1133 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高1

1127 上野山祐季 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳｷ 高2
1150 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 高3

6 大    阪 2701 山本みどり ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 高3
ｵｵｻｶ 高校 2705 高橋　朱子 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｺ 高3

2725 坂上　友理 ｻｶｳｴ ﾕﾘ 高1
2728 小林　悠媛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｴﾝ 高3

7 石    川 1908 向畦地英美 ﾑｶｲｱｾﾞﾁ ｴﾐ 高2
ｲｼｶﾜ 高校 1927 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 高3

1903 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 高1
1924 米永　智香 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾁｶ 高3

8 秋    田 519 一ノ関和羽 ｲﾁﾉｾｷ ｶｽﾞﾊ 高3
ｱｷﾀ 高校 520 佐々木祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 高3

512 小野亜矢子 ｵﾉ ｱﾔｺ 高3
506 丹波沙季子 ﾀﾝﾊﾞ ｻｷｺ 高2
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3組
1

2 山    形 629 植松知奈津 ｳｴﾏﾂ ﾁﾅﾂ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 606 庄司ひかり ｼｮｳｼﾞ ﾋｶﾘ 高2

607 夛田　玲子 ﾀﾀﾞ ﾚｲｺ 高2
601 鈴木　一笑 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｴ 高2

3 宮    城 419 小野亜里沙 ｵﾉ ｱﾘｻ 高2
ﾐﾔｷﾞ 高校 417 郡山　奈々 ｺｵﾘﾔﾏ ﾅﾅ 高2

424 高橋　知美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 高2
423 河合　宝江 ｶﾜｲ ﾄﾐｴ 高3

4 福    岡 4002 植田富祐美 ｳｴﾀﾞ ﾌﾕﾐ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 4010 原　　靖枝 ﾊﾗ ﾔｽｴ 高2

4012 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高1
4014 春口沙緒里 ﾊﾙｸﾞﾁ ｻｵﾘ 高3

5 東    京 1329 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 1341 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 高2

1336 内藤　　薫 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 高3
1342 吉村　裕美 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾐ 高3

6 千    葉 1205 阿部　由佳 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 1209 賢木友理絵 ｻｶｷ ﾕﾘｴ 高2

1212 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 高3
1221 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 高2

7 群    馬 1029 鈴木　茉莉 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 高3
ｸﾞﾝﾏ 高校 1030 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高1

1020 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 高3
1025 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高2

8 岡    山 3322 斎藤真里枝 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｴ 高1
ｵｶﾔﾏ 高校 3316 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 高2

3320 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 高2
3318 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 高2
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