
第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 坊勢 1206 桂　　彩香 ｶﾂﾗ ｱﾔｶ 中2
ﾎﾞｳｾﾞ 中学 1208 小林　　希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾐ 中1

1205 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 中2
1207 森　　愛佳 ﾓﾘ ｱｲｶ 中2

4 川口芝西 327 比佐　桃子 ﾋｻ ﾓﾓｺ 中2
ｶﾜｸﾞﾁｼﾊﾞﾆｼ 中学 329 髙野　亜美 ﾀｶﾉ ｱﾐ 中1

326 菊地ゆめみ ｷｸﾁ ﾕﾒﾐ 中3
328 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 中1

5 大村桜が原 143 松下　沙紀 ﾏﾂｼﾀ ｻｷ 中2
ｻｸﾗｶﾞﾊﾗ 中学 144 渡瀬　瑛里 ﾜﾀｾ ｴﾘ 中2

145 古川　文香 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｶ 中2
146 小泉　奈穂 ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾎ 中2

6 桑名　長島 448 西村　　梓 ﾆｼﾑﾗ ｱｽﾞｻ 中2
ｸﾜﾅﾅｶﾞｼﾏ 中学 450 森　紗和子 ﾓﾘ ｻﾜｺ 中2

449 伊藤なぎさ ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 中1
447 伊藤いづみ ｲﾄｳ ｲﾂﾞﾐ 中3

7

8
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第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 金沢市立額 1133 中村　真実 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ 中3

ｶﾅｻﾞﾜ ﾇｶｼ 中学 1134 島　あずさ ｼﾏ ｱｽﾞｻ 中3
1135 吉田　唯香 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲｶ 中2
1136 宮岸　李奈 ﾐﾔｷﾞｼ ﾘﾅ 中1

2 さいたま植竹 311 遠藤　美幸 ｴﾝﾄﾞｳﾐﾕｷ 中3
ｻｲﾀﾏｳｴﾀｹ 中学 312 遠藤　美波 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 中3

313 大山　真由 ｵｵﾔﾏ ﾏﾕ 中2
314 髙木　美希 ﾀｶｷﾞ ﾐｷ 中1

3 三郷早稲田 373 昆野　真弓 ｺﾝﾉ ﾏﾕﾐ 中1
ﾐｻﾄﾜｾﾀﾞ 中学 370 大坪　麻里 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏﾘ 中2

372 原　　杏奈 ﾊﾗ ｱﾝﾅ 中1
371 照井　愛香 ﾃﾙｲ ｱｲｶ 中1

4 つきみ野 588 山根　綾香 ﾔﾏﾈ ｱﾔｶ 中3
ﾔﾏﾄｼﾘﾂﾂｷﾐﾉ 中学 591 乙藤　　泉 ｵﾄﾌｼﾞ ｲｽﾞﾐ 中1

589 市村　浩美 ｲﾁﾑﾗ ﾋﾛﾐ 中2
61 高田樹里亜 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ 中2

5 日本大学 565 中村　香穂 ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 中3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 中学 564 弓長　文南 ﾕﾐﾅｶﾞ ﾌﾐﾅ 中1

34 中西　桜良 ﾅｶﾆｼ ｻｸﾗ 中3
566 大林　美紗 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｻ 中2

6 三木自由が丘 1199 柳田　絵美 ﾔﾅｷﾞﾀ ｴﾐ 中3
ﾐｷｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ 中学 1203 澤井麻里子 ｻﾜｲ ﾏﾘｺ 中2

1201 野津由美子 ﾉﾂﾞ ﾕﾐｺ 中1
1200 伊藤　実咲 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 中2

7 東海大浦安 432 大高由佳絵 ｵｵﾀｶ ﾕｶｴ 中3
ﾄｳｶｲ･ｳﾗﾔｽ 中学 431 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 中3

434 竹内　梨夏 ﾀｹｳﾁ ﾘｶ 中1
433 吉田　　愛 ﾖｼﾀﾞ ｲﾂﾐ 中2

8 東京成徳大学 857 内山茉里乃 ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘﾉ 中3
ﾄｳｷｮｳｾｲﾄｸ 中学 855 井本　麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中2

856 大原　千明 ｵｵﾊﾗ ﾁｱｷ 中2
858 薊　　香蓮 ｱｻﾞﾐ ｶﾚﾝ 中3
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第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 飯塚第一 758 佐田　敦子 ｻﾀ ｱﾂｺ 中2

ｲｲﾂﾞｶﾀﾞｲｲﾁ 中学 756 大塚　由貴 ｵｵﾂｶ ﾕｷ 中2
757 本山　美里 ﾓﾄﾔﾏ ﾐｻﾄ 中2
759 前田　愛実 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中2

2 観音寺 502 丸尾はる香 ﾏﾙｵ ﾊﾙｶ 中3
ｶﾝｵﾝｼﾞ 中学 503 三好　斐湖 ﾐﾖｼ ﾋｺ 中3

504 石村亜美依 ｲｼﾑﾗ ｱﾐｲ 中3
505 岩田　紗季 ｲﾜﾀ ｻｷ 中2

3 埼玉栄 319 坂本　夕紀 ｻｶﾓﾄ ﾕｷ 中3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 中学 322 小日向美香 ｺﾋﾞﾅﾀ ﾐｶ 中2

318 金綱　和子 ｶﾈﾂﾅ ｶｽﾞｺ 中3
320 小宮　麻衣 ｺﾐﾔ ﾏｲ 中3

4 打越 685 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 中1
ｳﾁｺｼ 中学 684 川上奈津季 ｶﾜｶﾐ ﾅﾂｷ 中1

682 村山　夏海 ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾂﾐ 中3
683 伊藤　　彩 ｲﾄｳ ｱﾔ 中2

5 鶴岡第二 532 冨樫絵里香 ﾄｶﾞｼ ｴﾘｶ 中2
ﾂﾙｵｶﾀﾞｲﾆ 中学 533 寒河江沙彩 ｻｶﾞｴ ｻｱﾔ 中3

530 髙橋　亜未 ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 中1
531 辻　くるみ ﾂｼﾞ ｸﾙﾐ 中2

6 棚倉 120 橋本　慶子 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺ 中3
ﾀﾅｸﾞﾗ 中学 119 金澤菜津美 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 中3

121 稲川　早葵 ｲﾅｶﾞﾜ ｻｷ 中3
122 近藤　香恋 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾚﾝ 中3

7 千葉小中台 428 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中2
ﾁﾊﾞ ｺﾅｶﾀﾞｲ 中学 430 大和田瑛里 ｵｵﾜﾀﾞ ｴﾘ 中1

429 森田　理美 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾐ 中2
427 宮武　郁実 ﾐﾔﾀｹ ｲｸﾐ 中2

8 捜真女学校 536 涌井　春香 ﾜｸｲ ﾊﾙｶ 中3
ｿｳｼﾝ 中学 537 森　智沙美 ﾓﾘ ﾁｻﾐ 中1

534 阿部　　萌 ｱﾍﾞ ﾓｴ 中3
535 本郷　未希 ﾎﾝｺﾞｳ ﾐｷ 中3
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第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 総和北 1217 篠村美優輝 ｼﾉﾑﾗ ﾐﾕｷ 中1

ｿｳﾜｷﾀﾁｭｳ 中学 1218 小池　里穂 ｺｲｹ ﾘﾎ 中2
1219 小池　優香 ｺｲｹ ﾕｳｶ 中3
1220 篠村真奈実 ｼﾉﾑﾗ ﾏﾅﾐ 中3

2 足立十四 717 溝井　　萌 ﾐｿﾞｲ ﾓｴ 中1
ｱﾀﾞﾁｼﾞｭｳﾖﾝ 中学 718 佐々木理花 ｻｻｷ ﾘｶ 中1

715 山倉　千明 ﾔﾏｸﾗ ﾁｱｷ 中2
714 鈴木　聖美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 中3

3 横浜西谷 545 菊地　真帆 ｷｸﾁ ﾏﾎ 中1
ﾖｺﾊﾏ･ﾆｼﾔ 中学 544 佐藤　千愛 ｻﾄｳ ﾕｷｴ 中1

546 菊地　真妃 ｷｸﾁ ﾏｷ 中1
547 竹部なつき ﾀｹﾍﾞ ﾅﾂｷ 中3

4 川口戸塚西 338 安藤　　栞 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｵﾘ 中1
ｶﾜｸﾞﾁﾄﾂｶﾆｼ 中学 332 安養寺　瞳 ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾋﾄﾐ 中3

337 曽山　弥映 ｿﾔﾏ ﾔｴ 中1
334 根岸　春佳 ﾈｷﾞｼ ﾊﾙｶ 中2

5 武庫川大附 1187 山中　　萌 ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ 中1
ﾑｺｶﾞﾜﾀﾞｲﾌ 中学 1188 髙津　弓奈 ﾀｶﾂ ﾕﾐﾅ 中2

1189 河原　由梨 ｶﾊﾗ ﾕﾘ 中2
1190 上田　美貴 ｳｴﾀﾞ ﾐｷ 中3

6 陽南 904 小林　瑞季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 中2
ﾖｳﾅﾝ 中学 905 梅原　綾子 ｳﾒﾊﾗ ｱﾔｺ 中2

906 石井　玲生 ｲｼｲ ﾚｲ 中2
907 沼﨑　えり ﾇﾏｻﾞｷ ｴﾘ 中2

7 長岡宮内 1107 髙野　紗永 ﾀｶﾉ ｻｴ 中1
ﾅｶﾞｵｶﾐﾔｳﾁ 中学 1105 山田みな美 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 中3

1103 吉田　絵理 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 中3
1104 野口　春香 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 中3

8 赤穂 84 増沢ひとみ ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 中1
ｱｶﾎ 中学 81 初崎　　舞 ﾊﾂｻﾞｷ ﾏｲ 中3

13 小松原彩香 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 中3
83 馬場真衣子 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｲｺ 中1
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第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 館林市立第二 1052 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 中1

ﾀﾃﾊﾞﾔｼﾀﾞｲ2 中学 1050 諸貫　　彩 ﾓﾛﾇｷ ｱﾔ 中3
1051 家冨　美奈 ｲｴﾄﾐ ﾐﾅ 中2
1049 北田　真菜 ｷﾀﾀﾞ ﾏﾅ 中3

2 草加新田 341 佐藤　沙紀 ｻﾄｳ ｻｷ 中3
ｿｳｶｼﾝﾃﾞﾝ 中学 342 五十嵐有季 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｷ 中1

340 深沢早知子 ﾌｶｻﾜ ｻﾁｺ 中3
339 荻野　翔子 ｵｷﾞﾉ ｼｮｳｺ 中3

3 ルーテル学院 72 岡本　玲奈 ｵｶﾓﾄ ﾚﾅ 中1
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 中学 11 坂田　　紫 ｻｶﾀ ﾕｶﾘ 中1

10 島津　玲奈 ｼﾏﾂﾞ ﾚﾅ 中2
9 松尾　明音 ﾏﾂｵ ｱｶﾈ 中3

4 東京陵南 687 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中2
ﾄｳｷｮｳﾘｮｳﾅﾝ 中学 686 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中2

688 坂戸　里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 中2
689 坂戸　希実 ｻｶﾄ ﾉｿﾞﾐ 中2

5 大阪　日置荘 251 安西　汐梨 ｱﾝｻﾞｲ ｼｵﾘ 中3
ｵｵｻｶ ﾋｷｼｮｳ 中学 250 上辻　　葵 ｳｴﾂｼﾞ ｱｵｲ 中3

248 小川　　栞 ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 中1
249 尾曲　千春 ｵﾏｶﾞﾘ ﾁﾊﾙ 中3

6 我孫子 406 酒井恵理香 ｻｶｲ ｴﾘｶ 中3
ｱﾋﾞｺﾁｭｳｶﾞｸ 中学 408 中野　彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 中3

409 山本　真実 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ 中3
410 西山　佳子 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｺ 中2

7 和洋国府台 438 佐藤志保里 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 中2
ﾜﾖｳｺｳﾉﾀﾞｲ 中学 440 瀧上　真世 ﾀｷｼﾞｮｳ ﾏﾖ 中1

435 会田　真弓 ｱｲﾀﾞ ﾏﾕﾐ 中3
437 田中　成美 ﾀﾅｶ ﾅﾙﾐ 中2

8 松山三津浜 15 嶋本　万智 ｼﾏﾓﾄ ﾏﾁ 中2
ﾏﾂﾔﾏ･ﾐﾂﾊﾏ 中学 87 遠藤　礼菜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 中2

85 重松明日香 ｼｹﾞﾏﾂ ｱｽｶ 中3
86 後田　真実 ｳｼﾛﾀﾞ ﾏﾐ 中3
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第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 尚絅 76 析原　愛弓 ﾄﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ 中2

ｼｮｳｹｲﾁｭｳ 中学 78 松尾　美理 ﾏﾂｵ ﾐｻﾄ 中2
80 牛嶋　美月 ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾂｷ 中1
77 吉田　青空 ﾖｼﾀﾞ ｱｵｿﾞﾗ 中2

2 山梨英和 388 山下　莉香 ﾔﾏｼﾀ ﾘｶ 中2
ﾔﾏﾅｼｴｲﾜ 中学 387 北野　　澪 ｷﾀﾉ ﾐｵ 中3

390 岡本　茉莉 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ 中1
391 辻　　彩加 ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 中1

3 古賀北 761 酒井　志穂 ｻｶｲ ｼﾎ 中3
ｺｶﾞｷﾀ 中学 762 須田　新葉 ｽﾀﾞ ﾜｶﾊﾞ 中1

763 石井　美帆 ｲｼｲ ﾐﾎ 中3
764 辻原佳那子 ﾂｼﾞﾊﾗ ｶﾅｺ 中3

4 武蔵野 861 加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 中1
ﾑｻｼﾉ 中学 866 渡辺　花純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾐ 中1

867 加藤　麻衣 ｶﾄｳ ﾏｲ 中1
865 荻野夕里弥 ｵｷﾞﾉ ﾕﾘﾔ 中2

5 横浜富岡 549 栗田　真帆 ｸﾘﾀ ﾏﾎ 中1
ﾖｺﾊﾏﾄﾐｵｶ 中学 31 袴田　翔子 ﾊｶﾏﾀﾞ ｼｮｳｺ 中2

550 内田真祐美 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾕﾐ 中2
32 吉田ちあき ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ 中1

6 横浜市立岩崎 29 川田　恵李 ｶﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 中3
ｲﾜｻｷ 中学 541 錦織　美香 ﾆｼｺﾞｵﾘ ﾐｶ 中3

543 伊藤　　蘭 ｲﾄｳ ﾗﾝ 中2
542 岡本　椎奈 ｵｶﾓﾄ ｼｲﾅ 中3

7 立花 1181 竹田　有希 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ 中2
ﾀﾁﾊﾞﾅ 中学 1179 東本　　梓 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ｱｽﾞｻ 中2

1180 藤原　えみ ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾐ 中2
1178 岩下　　恵 ｲﾜｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 中3

8 鹿本 730 見上しおり ﾐｶﾐ ｼｵﾘ 中3
ｼｶﾓﾄ 中学 731 我妻　実咲 ｱﾂﾞﾏ ﾐｻｷ 中3

732 野島美菜穂 ﾉｼﾞﾏ ﾐﾅﾎ 中3
733 仁科　　幸 ﾆｼﾅ ﾐﾕｷ 中2
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第４５回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
三重県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場                

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 広島市立安佐 165 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 中1

ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 163 松永　美樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐｷ 中2
161 中岡　洋子 ﾅｶｵｶ ﾖｳｺ 中3
162 上田祐企奈 ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ 中2

2 市川福栄 445 榎本　梨沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 中1
ﾌｸｴｲ 中学 442 越山あゆ美 ｺｼﾔﾏ ｱﾕﾐ 中3

443 大森はるか ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ 中2
444 大椛　詩織 ｵｵﾅｷﾞ ｼｵﾘ 中2

3 小松川三 727 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中1
ｺﾏﾂｶﾞﾜｻﾝ 中学 729 梁瀬　桃子 ﾔﾅｾ ﾓﾓｺ 中1

725 豊岡　桜子 ﾄﾖｵｶ ｻｸﾗｺ 中3
726 宮田　文華 ﾐﾔﾀ ﾌﾐｶ 中3

4 東京立正 827 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 中3
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼｮｳ 中学 829 嘉村　咲希 ｶﾑﾗ ｻｷ 中3

830 牧田　　彩 ﾏｷﾀ ｱﾔ 中1
828 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 中2

5 品川女子学院 819 森　ひかり ﾓﾘ ﾋｶﾘ 中1
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮｼｶ 中学 814 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 中3

815 吉田　育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 中3
816 竹島　愛美 ﾀｹｼﾏ ｱﾐ 中2

6 鴻巣赤見台 354 手塚　成美 ﾃﾂﾞｶ ﾅﾙﾐ 中2
ｱｶﾐﾀｲ 中学 351 山田　神奈 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾅ 中1

352 川島　久美 ｶﾜｼﾏ ｸﾐ 中1
353 成田　咲希 ﾅﾘﾀ ｻｷ 中1

7 川崎宮前平 44 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶﾂﾞ 中1
ﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾗ 中学 584 平手　美帆 ﾋﾗﾃ ﾐﾎ 中2

583 人見ゆかり ﾋﾄﾐ ﾕｶﾘ 中3
43 青木真亜弥 ｱｵｷ ﾏｱﾔ 中2

8 葛飾桜道 719 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中2
ｻｸﾗﾐﾁ 中学 722 山崎　瑞季 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 中2

721 今井　有妃 ｲﾏｲ ﾕｷ 中2
720 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中2
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