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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 愛    知 2244 西塔　侑佳 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 大2
ｱｲﾁ 2243 牧野　亜弓 ﾏｷﾉ ｱﾕﾐ 大3

2248 熊崎　佳織 ｸﾏｻﾞｷ ｶｵﾘ 大4
2246 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 大1

3 千    葉 1239 縄田さなえ ﾅﾜﾀ ｻﾅｴ 大1
ﾁﾊﾞ 1243 宮川　　梓 ﾐﾔｶﾜ ｱｽﾞｻ 大1

1236 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ 大3
1238 大倉亜希奈 ｵｵｸﾗ ｱｷﾅ 大2

4 岡    山 3323 山田　　香 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ
ｵｶﾔﾏ 3328 永瀬　陽香 ﾅｶﾞｾ ﾊﾙｶ 大2

3333 森本　倫枝 ﾓﾘﾓﾄ ﾉﾘｴ 大1
3332 赤木裕加子 ｱｶｷﾞ ﾕｶｺ 大2

5 埼    玉 1108 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 大3
ｻｲﾀﾏ 1106 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 大3

1114 根岸　茉美 ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ 大1
1107 遠藤美裕紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 大2

6 福    岡 4036 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 大1
ﾌｸｵｶ 4033 大野　　瞳 ｵｵﾉ ﾋﾄﾐ 大1

4030 宮崎　友歌 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓｶ 大1
4031 高森　早希 ﾀｶﾓﾘ ｻｷ 大2

7 神 奈 川 1419 佐々木純子 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 大2
ｶﾅｶﾞﾜ 1408 奥原　美帆 ｵｸﾊﾗ ﾐﾎ

1415 宮竹　由紀 ﾐﾔﾀｹ ﾕｷ 大1
1440 中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ 大4

8 群    馬 1003 中嶋美保子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎｺ 大2
ｸﾞﾝﾏ 1013 貴田　真美 ｷﾀﾞ ﾏﾐ 大2

1035 野辺のぞみ ﾉﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 大3
1014 貴田　裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 大1
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1

2 兵    庫 2847 田中　　結 ﾀﾅｶ ﾕｲ 大3
ﾋｮｳｺﾞ 2851 上島　美香 ｳｴｼﾞﾏ ﾐｶ 大4

2849 藤田紗和美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾜﾐ 大2
2840 宮脇　星子 ﾐﾔﾜｷ ｾｲｺ 大4

3 静    岡 2146 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ 大3
ｼｽﾞｵｶ 2147 渡辺　瑞歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 大2

2139 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 大2
2118 小澤由貴子 ｵｻﾞﾜ ﾕｷｺ

4 東    京 1306 新槙香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 大2
ﾄｳｷｮｳ 1307 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 大2

1308 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ 大3
1309 伊藤　華英 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ 大2

5 新    潟 1714 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 大4
ﾆｲｶﾞﾀ 1717 佐藤　花恵 ｻﾄｳ ﾊﾅｴ 大1

1716 川瀨　幸恵 ｶﾜｾ ﾕｷｴ 大2
1715 押味　正恵 ｵｼﾐ ﾏｻｴ 大1

6 宮    城 444 小野　智子 ｵﾉ ﾄﾓｺ 大4
ﾐﾔｷﾞ 441 柏谷　悠紀 ｶｼﾜﾔ ﾕｳｷ 大1

443 菊池　　涼 ｷｸﾁ ﾘｮｳ 大1
440 杉本　雪華 ﾕｷﾞﾓﾄ ﾕｶ 大1

7 大    阪 2745 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 大3
ｵｵｻｶ 2744 堀家　未央 ﾎﾘｹ ﾐｵ 大3

2740 寺川　　綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 大2
2742 吉神　　歩 ﾖｼｶﾞﾐ ｱﾕﾐ 大1

8 京    都 2623 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅｵｺ 大3
ｷｮｳﾄ 2640 徳田　敦子 ﾄｸﾀﾞ ｱﾂｺ 大2

2604 下田　　彩 ｼﾓﾀﾞ ｱﾔ 大3
2625 清水麻奈実 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ 大2

9 滋    賀 2516 岡留亜里沙 ｵｶﾄﾞﾒ ｱﾘｻ 大2
ｼｶﾞ 2515 加藤　朋子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 大4

2506 山元　亜衣 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ
2517 稲森あゆみ ｲﾅﾓﾘ ｱﾕﾐ 大1
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