
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.  7 女子    400m   リレー   予選   7組 中学記録  3:56.17
大会記録  3:57.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 桑名　長島 447 伊藤いづみ ｲﾄｳ ｲﾂﾞﾐ 中3
ｸﾜﾅﾅｶﾞｼﾏ 中学 448 西村　　梓 ﾆｼﾑﾗ ｱｽﾞｻ 中2

449 伊藤なぎさ ｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ 中1
451 長谷川晴美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾐ 中2

4 世田谷三宿 824 平山　葉子 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｳｺ 中2
ﾐｼｭｸ 中学 823 阿久津江梨子 ｱｸﾂ ｴﾘｺ 中2

821 稲益麻亜子 ｲﾅﾏｽ ﾏｱｺ 中1
822 船津　美桜 ﾌﾅﾂ ﾐｵ 中3

5 埼玉栄 318 金綱　和子 ｶﾈﾂﾅ ｶｽﾞｺ 中3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 中学 320 小宮　麻衣 ｺﾐﾔ ﾏｲ 中3

321 阿藤　恵那 ｱﾄｳ ｴﾅ 中3
319 坂本　夕紀 ｻｶﾓﾄ ﾕｷ 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.  7 女子    400m   リレー   予選   7組 中学記録  3:56.17
大会記録  3:57.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 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 546 菊地　真妃 ｷｸﾁ ﾏｷ 中1
548 綿貫しほり ﾜﾀﾇｷ ｼﾎﾘ 中3
544 佐藤　千愛 ｻﾄｳ ﾕｷｴ 中1

2 神戸歌敷山 1211 高島　瞳美 ﾀｶｼﾏ ﾋﾄﾐ 中2
ｳﾀｼｷﾔﾏ 中学 1213 筒井　愛理 ﾂﾂｲ ｱｲﾘ 中2

1214 片山　萌子 ｶﾀﾔﾏ ﾓｴｺ 中1
1212 勝見　早希 ｶﾂﾐ ｻｷ 中2

3 富山東部 508 田辺　由貴 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 中1
ﾄﾔﾏﾄｳﾌﾞ 中学 509 福沢　麻都 ﾌｸｻﾜ ﾏﾄ 中2

510 飛騨悠里安 ﾋﾀﾞ ﾕﾘｱ 中3
511 稲葉　陽香 ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙｶ 中2

4 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 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
1218 小池　里穂 ｺｲｹ ﾘﾎ 中2

5 長岡宮内 1103 吉田　絵理 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 中3
ﾅｶﾞｵｶﾐﾔｳﾁ 中学 1107 髙野　紗永 ﾀｶﾉ ｻｴ 中1

1106 髙野　紗世 ﾀｶﾉ ｻﾖ 中3
1104 野口　春香 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 中3

6 吉田 1087 渡辺　愛望 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 中2
ﾖｼﾀﾞ 中学 1088 澤野　清美 ｻﾜﾉ ｷﾖﾐ 中3

1089 石橋　那菜 ｲｼﾊﾞｼ ﾅﾅ 中2
1090 宮路　美穂 ﾐﾔｼﾞ ﾐﾎ 中2

7 東海大浦安 431 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 中3
ﾄｳｶｲ･ｳﾗﾔｽ 中学 432 大高由佳絵 ｵｵﾀｶ ﾕｶｴ 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
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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.  7 女子    400m   リレー   予選   7組 中学記録  3:56.17
大会記録  3:57.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 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

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 340 深沢早知子 ﾌｶｻﾜ ｻﾁｺ 中3

342 五十嵐有季 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｷ 中1
339 荻野　翔子 ｵｷﾞﾉ ｼｮｳｺ 中3

3 樽町 551 一関映瑠歌 ｲﾁﾉｾｷ ﾊﾙｶ 中2
ﾀﾙﾏﾁ 中学 552 坂入まどか ｻｶｲﾘ ﾏﾄﾞｶ 中2

553 植村　友香 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓｶ 中1
554 新藤　桃子 ｼﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｺ 中2

4 ルーテル学院 71 清田さおり ｷﾖﾀ ｻｵﾘ 中2
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 中学 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
72 岡本　玲奈 ｵｶﾓﾄ ﾚﾅ 中1

5 和洋国府台 439 相原　万里 ｱｲﾊﾗ ﾏﾘ 中1
ﾜﾖｳｺｳﾉﾀﾞｲ 中学 436 宍倉　美波 ｼｼｸﾗ ﾐﾅﾐ 中3

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

6 日本大学 566 大林　美紗 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｻ 中2
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

569 山口　博子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 中1
34 中西　桜良 ﾅｶﾆｼ ｻｸﾗ 中3

7 大阪市立白鷺 226 三浦　彩加 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 中3
ｵｵｻｶ ｼﾗｻｷﾞ 中学 259 佐竹　由唯 ｻﾀｹ ﾕｲ 中1

258 小林　　楓 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 中2
257 兵庫さおり ﾋｮｳｺﾞ ｻｵﾘ 中3

8 千代川 1248 大貫　智子 ｵｵﾇｷ ﾄﾓｺ 中3
ﾁﾖｶﾜ 中学 1249 羽子田莉菜 ﾊﾈﾀ ﾘﾅ 中3

1250 羽子田志穂 ﾊﾈﾀ ｼﾎ 中1
1251 小竹　涼子 ｺﾀｹ ﾘｮｳｺ 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.  7 女子    400m   リレー   予選   7組 中学記録  3:56.17
大会記録  3:57.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 鴻巣赤見台 352 川島　久美 ｶﾜｼﾏ ｸﾐ 中1

ｱｶﾐﾀｲ 中学 354 手塚　成美 ﾃﾂﾞｶ ﾅﾙﾐ 中2
353 成田　咲希 ﾅﾘﾀ ｻｷ 中1
355 野崎　　澄 ﾉｻﾞｷ ｻﾔｶ 中2

2 つきみ野 61 高田樹里亜 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ 中2
ﾔﾏﾄｼﾘﾂﾂｷﾐﾉ 中学 590 坂田　沙耶 ｻｶﾀ ｻﾔ 中2

591 乙藤　　泉 ｵﾄﾌｼﾞ ｲｽﾞﾐ 中1
592 平尾　奈央 ﾋﾗｵ ﾅｵ 中1

3 川口戸塚西 332 安養寺　瞳 ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾋﾄﾐ 中3
ｶﾜｸﾞﾁﾄﾂｶﾆｼ 中学 337 曽山　弥映 ｿﾔﾏ ﾔｴ 中1

333 杉田　実咲 ｽｷﾞﾀ ﾐｻｷ 中3
334 根岸　春佳 ﾈｷﾞｼ ﾊﾙｶ 中2

4 東京成徳大学 854 林　　真弓 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 中2
ﾄｳｷｮｳｾｲﾄｸ 中学 856 大原　千明 ｵｵﾊﾗ ﾁｱｷ 中2

857 内山茉里乃 ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘﾉ 中3
855 井本　麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中2

5 昭島拝島 699 山田　　楓 ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 中1
ﾊｲｼﾞﾏ 中学 700 大矢　　唯 ｵｵﾔ ﾕｲ 中1

701 佐藤はる香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 中3
702 大矢　　遥 ｵｵﾔ ﾊﾙｶ 中3

6 尚絅 76 栃原　愛弓 ﾄﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ 中2
ｼｮｳｹｲﾁｭｳ 中学 77 吉田　青空 ﾖｼﾀﾞ ｱｵｿﾞﾗ 中2

75 木村　朱里 ｷﾑﾗ ｱｶﾘ 中3
74 笹本　美咲 ｻｻﾓﾄ ﾐｻｷ 中3

7 山梨英和 390 岡本　茉莉 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ 中1
ﾔﾏﾅｼｴｲﾜ 中学 388 山下　莉香 ﾔﾏｼﾀ ﾘｶ 中2

387 北野　　澪 ｷﾀﾉ ﾐｵ 中3
389 山本　真子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 中1

8 丸亀西 26 嶋村　夏希 ｼﾏﾑﾗ ﾅﾂｷ 中3
ﾏﾙｶﾞﾒｼﾘﾂﾆｼ 中学 98 眞鍋　めい ﾏﾅﾍﾞ ﾒｲ 中2

99 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ 中1
501 濱口　裕香 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 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.  7 女子    400m   リレー   予選   7組 中学記録  3:56.17
大会記録  3:57.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 赤穂

ｱｶﾎ

81 初崎　　舞 ﾊﾂｻﾞｷ ﾏｲ 中3

2 戸田市立新曽 344 西川　珠実 ﾆｼｶﾜ ﾀﾏﾐ 中3
ﾄﾀﾞｼﾘﾂﾆｲｿﾞ 中学 346 鈴木　彩夏 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 中3

348 木村　美夏 ｷﾑﾗ ﾐｶ 中2
345 情野　　望 ｾｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 中3

3 古賀北 761 酒井　志穗 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 越谷栄進 367 星　　　茜 ﾎｼ ｱｶﾈ 中2
ｺｼｶﾞﾔｴｲｼﾝ 中学 369 中村　奈美 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾐ 中1

368 中山　莉沙 ﾅｶﾔﾏ ﾘｻ 中2
366 星　奈津美 ﾎｼ ﾅﾂﾐ 中3

5 葛飾桜道 721 今井　有妃 ｲﾏｲ ﾕｷ 中2
ｻｸﾗﾐﾁ 中学 723 小林　沙衣 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ 中1

719 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中2
720 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中2

6 品川女子学院 815 吉田　育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 中3
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮｼｶ 中学 819 森　ひかり ﾓﾘ ﾋｶﾘ 中1

816 竹島　愛美 ﾀｹｼﾏ ｱﾐ 中2
814 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 中3

7 武庫川大附 1190 上田　美貴 ｳｴﾀﾞ ﾐｷ 中3
ﾑｺｶﾞﾜﾀﾞｲﾌ 中学 1187 山中　　萌 ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ 中1

1191 漣　　尚子 ｻｻﾞﾅﾐ ｼｮｳｺ 中1
1189 河原　由梨 ｶﾊﾗ ﾕﾘ 中2

8 市川福栄 444 大椛　詩織 ｵｵﾅｷﾞ ｼｵﾘ 中2
ﾌｸｴｲ 中学 445 榎本　梨沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 中1

443 大森はるか ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ 中2
442 越山あゆ美 ｺｼﾔﾏ ｱﾕﾐ 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.  7 女子    400m   リレー   予選   7組 中学記録  3:56.17
大会記録  3:57.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 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 830 牧田　　彩 ﾏｷﾀ ｱﾔ 中1
829 嘉村　咲希 ｶﾑﾗ ｻｷ 中3
828 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 中2

2 我孫子 410 西山　佳子 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｺ 中2
ｱﾋﾞｺﾁｭｳｶﾞｸ 中学 409 山本　真実 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ 中3

408 中野　彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 中3
407 田中　瑞姫 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 中3

3 小松川三 726 宮田　文華 ﾐﾔﾀ ﾌﾐｶ 中3
ｺﾏﾂｶﾞﾜｻﾝ 中学 728 坂本　朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 中1

725 豊岡　桜子 ﾄﾖｵｶ ｻｸﾗｺ 中3
727 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中1

4 武蔵野 859 岩城　美良 ｲﾜｼﾛ ﾐﾗ 中1
ﾑｻｼﾉ 中学 864 森　　美月 ﾓﾘ ﾐﾂｷ 中1

863 桜沢ライラ ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾗｲﾗ 中1
865 荻野夕里弥 ｵｷﾞﾉ ﾕﾘﾔ 中2

5 桶川東 359 山岸　奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ 中3
ｵｹｶﾞﾜﾋｶﾞｼ 中学 358 柴垣　有香 ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾕｶ 中3

360 青木英里奈 ｱｵｷ ｴﾘﾅ 中2
357 小泉　実里 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｻﾄ 中3

6 大阪　日置荘 249 尾曲　千春 ｵﾏｶﾞﾘ ﾁﾊﾙ 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
252 樫木絵里香 ｶｼｷ ｴﾘｶ 中1

7 広島市立安佐 162 上田祐企奈 ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ 中2
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 163 松永　美樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐｷ 中2

166 辰巳真衣香 ﾀﾂﾐ ﾏｲｶ 中1
161 中岡　洋子 ﾅｶｵｶ ﾖｳｺ 中3

8 観音寺 504 石村亜美依 ｲｼﾑﾗ ｱﾐｲ 中3
ｶﾝｵﾝｼﾞ 中学 502 丸尾はる香 ﾏﾙｵ ﾊﾙｶ 中3

506 安藤　かな ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 中2
505 岩田　紗季 ｲﾜﾀ ｻｷ 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.  7 女子    400m   リレー   予選   7組 中学記録  3:56.17
大会記録  3:57.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 足立十四 714 鈴木　聖美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 中3

ｱﾀﾞﾁｼﾞｭｳﾖﾝ 中学 716 原　　裕子 ﾊﾗ ﾕｳｺ 中1
717 溝井　　萌 ﾐｿﾞｲ ﾓｴ 中1
715 山倉　千明 ﾔﾏｸﾗ ﾁｱｷ 中2

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

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

3 捜真女学校 534 阿部　　萌 ｱﾍﾞ ﾓｴ 中3
ｿｳｼﾝ 中学 537 森　智沙美 ﾓﾘ ﾁｻﾐ 中1

536 涌井　春香 ﾜｸｲ ﾊﾙｶ 中3
535 本郷　未希 ﾎﾝｺﾞｳ ﾐｷ 中3

4 上小阪東大阪 213 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 中3
ｶﾐｺｻｶ 中学 214 保坂　知世 ﾎｻｶ ﾁｾ 中2

216 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 中1
215 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 中1

5 千葉小中台 427 宮武　郁実 ﾐﾔﾀｹ ｲｸﾐ 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
428 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中2

6 日大豊山女子 965 西野ちづる ﾆｼﾉ ﾁﾂﾞﾙ 中2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌﾞｻﾞﾝ 中学 966 若色　陽子 ﾜｶｲﾛ ﾖｳｺ 中3

964 伊藤　安奈 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 中2
963 髙久　　彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 中2

7 館林市立第二 1050 諸貫　　彩 ﾓﾛﾇｷ ｱﾔ 中3
ﾀﾃﾊﾞﾔｼﾀﾞｲ2 中学 1049 北田　真菜 ｷﾀﾀﾞ ﾏﾅ 中3

1051 家冨　美奈 ｲｴﾄﾐ ﾐﾅ 中2
1052 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 中1

8 三木自由が丘 1202 福田　真子 ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ 中1
ﾐｷｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ 中学 1200 伊藤　実咲 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 中2

1201 野津由美子 ﾉﾂﾞ ﾕﾐｺ 中1
1199 柳田　絵美 ﾔﾅｷﾞﾀ ｴﾐ 中3
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