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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 岩    手 305 千葉　愛美 ﾁﾊﾞ ｱｲﾐ 高2
ｲﾜﾃ 317 佐々木　圭 ｻｻｷ ｹｲ 高2

314 菅野あかね ｶﾝﾉ ｱｶﾈ 大4
322 藤野　香結 ﾌｼﾞﾉ ｶﾕ 高1

3 愛    知 2210 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高1
ｱｲﾁ 2215 岩﨑佐代子 ｲﾜｻｷ ｻﾖｺ 高2

2205 落合　幾子 ｵﾁｱｲ ｲｸｺ 高3
2246 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 大1

4 兵    庫 2847 田中　　結 ﾀﾅｶ ﾕｲ 大3
ﾋｮｳｺﾞ 2813 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高1

2823 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 高3
2811 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高2

5 埼    玉 1108 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 大3
ｻｲﾀﾏ 1116 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ 中3

1127 上野山祐季 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳｷ 高2
1149 中村　美穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 高3

6 石    川 1912 山下　祐芽 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾒ 大2
ｲｼｶﾜ 1908 向畦地英美 ﾑｶｲｱｾﾞﾁ ｴﾐ 高2

1927 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 高3
1922 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高2

7 群    馬 1029 鈴木　茉莉 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 高3
ｸﾞﾝﾏ 1023 坂上　　梢 ｻｶｳｴ ｺｽﾞｴ 中3

1003 中嶋美保子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎｺ 大2
1025 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高2

8 和 歌 山 3019 椿　　杏澄 ﾂﾊﾞｷ ｱｽﾞﾐ 大2
ﾜｶﾔﾏ 3011 田中　里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 高2

3026 椿　　梨沙 ﾂﾊﾞｷ ﾘｻ 高1
3005 山西亜衣子 ﾔﾏﾆｼ ｱｲｺ 高3

9 長    野 1609 宮島　弘実 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ 大4
ﾅｶﾞﾉ 1611 関　　沙織 ｾｷ ｻｵﾘ 高3

1624 竹内沙也佳 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 高1
1623 谷　　育弓 ﾀﾆ ｲｸﾐ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 茨    城 805 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 大1
ｲﾊﾞﾗｷ 820 新川　晴香 ｼﾝｶﾜ ﾊﾙｶ 高3

811 鬼島いずみ ｷｼﾏ ｲｽﾞﾐ 高1
817 青柳　千明 ｱｵﾔｷﾞ ﾁｱｷ 高3

3 千    葉 1212 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 高3
ﾁﾊﾞ 1226 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 中3

1205 阿部　由佳 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 高3
1239 縄田さなえ ﾅﾜﾀ ｻﾅｴ 大1

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

3304 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 中3
3323 山田　　香 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ

5 東    京 1336 内藤　　薫 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 高3
ﾄｳｷｮｳ 1329 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高2

1330 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高1
1307 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 大2

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

2745 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 大3
2730 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高1

7 徳    島 棄権
ﾄｸｼﾏ

8 京    都 2623 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅｵｺ 大3
ｷｮｳﾄ 2620 上原　彩加 ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 高3

2644 北　絵里香 ｷﾀ ｴﾘｶ 高3
2622 真繼奈緒子 ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ 中3

9 青    森 205 須藤　梨音 ｽﾄﾞｳ ﾘｵﾝ 高1
ｱｵﾓﾘ 212 高橋　芳佳 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶ 高2

204 内海　智秋 ｳﾁｳﾐ ﾁｱｷ 高2
224 奈良岡未来 ﾅﾗｵｶ ﾐｷ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 秋    田 519 一ノ関和羽 ｲﾁﾉｾｷ ｶｽﾞﾊ 高3
ｱｷﾀ 502 藤井　千夏 ﾌｼﾞｲ ﾁﾅﾂ 大2

518 長谷川　茜 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高1
520 佐々木祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 高3

3 宮    城 423 河合　宝江 ｶﾜｲ ﾄﾐｴ 高3
ﾐﾔｷﾞ 419 小野亜里沙 ｵﾉ ｱﾘｻ 高2

441 柏谷　悠紀 ｶｼﾜﾔ ﾕｳｷ 大1
415 塩谷美香子 ｼｵﾔ ﾐｶｺ 高1

4 福    岡 4002 植田富祐美 ｳｴﾀﾞ ﾌﾕﾐ 高3
ﾌｸｵｶ 4049 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ 中3

4010 原　　靖枝 ﾊﾗ ﾔｽｴ 高2
4031 高森　早希 ﾀｶﾓﾘ ｻｷ 大2

5 静    岡 2146 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ 大3
ｼｽﾞｵｶ 2105 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 高3

2128 厚海　実咲 ｱﾂｳﾐ ﾐｻｷ 高2
2124 宣　　蘇恩 ｿﾝ ｿｳｳﾝ 高1

6 新    潟 1739 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 1714 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 大4

1704 佐藤由佳里 ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 中3
1732 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 高2

7 神 奈 川 1408 奥原　美帆 ｵｸﾊﾗ ﾐﾎ
ｶﾅｶﾞﾜ 1429 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高1

1423 三原絵里奈 ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ 高2
1425 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 高3

8 福    島 701 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高1
ﾌｸｼﾏ 708 塩沢恵梨香 ｼｵｻﾞﾜ ｴﾘｶ 高3

704 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 高2
719 原田　文子 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｺ 大1

9 山    形 棄権
ﾔﾏｶﾞﾀ
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