
第４６回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
くろしおアリーナ                                  

スタートリスト

競技No.  9 女子    400m   リレー   予選   6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 桜が原 808 古川　文香 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｶ 中3
ｻｸﾗｶﾞﾊﾗ 中学 807 渡瀬　瑛里 ﾜﾀｾ ｴﾘ 中3

806 松下　沙紀 ﾏﾂｼﾀ ｻｷ 中3
809 小泉　奈穂 ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾎ 中3

3 戸田市立美笹 1258 吾妻みのり ｱﾂﾞﾏ ﾐﾉﾘ 中3
ﾄﾀﾞｼﾐｻｻ 中学 1260 村松　美奈 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾅ 中2

1261 永塚　葉月 ﾅｶﾞﾂｶ ﾊﾂﾞｷ 中2
1259 村松　加奈 ﾑﾗﾏﾂ ｶﾅ 中2

4 札幌中の島 59 高橋  京香 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｶ 中1
ﾅｶﾉｼﾏ 中学 60 三重野花菜 ﾐｴﾉ ｶﾅ 中1

57 大坂  菜摘 ｵｵｻｶ ﾅﾂﾐ 中3
58 大森  愛弓 ｵｵﾓﾘ ｱﾕﾐ 中1

5 横浜市立西谷 700 佐藤　千愛 ｻﾄｳ ﾕｷｴ 中2
ﾖｺﾊﾏ･ﾆｼﾔ 中学 702 菊地　真帆 ｷｸﾁ ﾏﾎ 中2

703 大谷　彩香 ｵｵﾀﾆ ｻﾔｶ 中1
701 菊地　真妃 ｷｸﾁ ﾏｷ 中2

6 札幌市立藻岩 64 門脇  志奈 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾅ 中1
ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜ 中学 65 畠山  佳恵 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼｴ 中1

66 上田    翼 ｳｴﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 中1
63 舟山  幹菜 ﾌﾅﾔﾏ ｶﾝﾅ 中2

7 市立我孫子 878 西山　佳子 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｺ 中3
ｱﾋﾞｺ 中学 893 小西　美葵 ｺﾆｼ ﾐｷ 中2

894 佐藤　愛菜 ｻﾄｳ ｴﾅ 中2
908 今井　純海 ｲﾏｲ ｱﾂﾐ 中1

8 鶴岡第四 539 粕谷　凪々 ｶｽﾔ ﾅﾅ 中1
ﾂﾙｵｶﾖﾝ 中学 540 伊藤奈瑠美 ｲﾄｳ ﾅﾙﾐ 中1

537 佐藤　まや ｻﾄｳ ﾏﾔ 中3
538 安中つぐみ ｱﾝﾅｶ ﾂｸﾞﾐ 中2

9

10
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競技No.  9 女子    400m   リレー   予選   6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 神戸市立小部 239 木村　千穂 ｷﾑﾗ ﾁﾎ 中1

ｺｳﾍﾞｵﾌﾞ 中学 238 丸山里津子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾂｺ 中1
231 長谷川怜央奈 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｵﾅ 中2
236 栄　　智美 ｻｶｴ ﾄﾓﾐ 中3

2 土佐女子 151 大内　柚香 ｵｵｳﾁ ﾕｽﾞｶ 中3
ﾄｻｼﾞｮｼ 中学 152 浜口　　遙 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 中3

154 博田　れな ﾊｶﾀ ﾚﾅ 中2
153 中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 中2

3 千代川 507 羽子田志穂 ﾊﾈﾀ ｼﾎ 中2
ﾁﾖｶﾜ 中学 508 中村可菜絵 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｴ 中2

509 岩田なるみ ｲﾜﾀ ﾅﾙﾐ 中1
510 小竹　涼子 ｺﾀｹ ﾘｮｳｺ 中3

4 関 1171 藤井真奈美 ﾌｼﾞｲ ﾏﾅﾐ 中1
ｾｷ 中学 1172 金光　桃子 ｶﾈﾐﾂ ﾓﾓｺ 中1

1174 岡本　明莉 ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 中1
1173 平澤智菜実 ﾋﾗｻﾜ ﾁﾅﾐ 中1

5 宮前平 726 人見さやか ﾋﾄﾐ ｻﾔｶ 中2
ﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾗ 中学 725 平手　美帆 ﾋﾗﾃ ﾐﾎ 中3

727 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶﾂﾞ 中2
724 青木真亜弥 ｱｵｷ ﾏｱﾔ 中3

6 流山市立東部 910 時枝ゆり子 ﾄｷｴﾀﾞﾕﾘｺ 中1
ﾅｶﾞﾚﾄｳﾌﾞ 中学 895 高尾万悠子 ﾀｶｵﾏﾕｺ 中2

880 寺村　美樹 ﾃﾗﾑﾗ ﾐｷ 中3
875 笠原　眞絢 ｶｻﾊﾗ ﾏｱﾔ 中3

7 二本松第一 563 佐藤　礼菜 ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 中2
ﾆﾎﾝﾏﾂｲﾁ 中学 561 伊藤可奈子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 中1

564 菅野　瑞紀 ｽｹﾞﾉ ﾐｽﾞｷ 中1
562 服部穂菜美 ﾊｯﾄﾘ ﾎﾅﾐ 中2

8 越谷富士 1285 金子　美里 ｶﾈｺ ﾐｻﾄ 中2
ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 1288 田中　希帆 ﾀﾅｶ ｷﾎ 中1

1290 齋藤真祐美 ｻｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 中1
1287 野口　結衣 ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 中2

9 山梨英和 605 岡本　茉莉 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ 中2
ﾔﾏﾅｼｴｲﾜ 中学 604 山本　真子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 中2

607 山下　友梨 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ 中1
606 辻　　彩加 ﾂｼﾞ ｱﾔｶ 中2

10 明石市立魚住 264 平井　由起 ﾋﾗｲ ﾕｷ 中2
ｳｵｽﾞﾐ 中学 267 鈴木　彩水 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 中3

268 直井　芹奈 ﾅｵｲ ｾﾘﾅ 中3
274 直井　杏奈 ﾅｵｲ ｱﾝﾅ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 燕市立吉田 326 渡辺　愛望 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 中3

ﾖｼﾀﾞ 中学 325 石橋　那菜 ｲｼﾊﾞｼ ﾅﾅ 中3
324 石橋　華菜 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾅ 中2
327 宮路　美穂 ﾐﾔｼﾞ ﾐﾎ 中3

2 長岡市立宮内 332 高野　紗永 ﾀｶﾉ ｻｴ 中2
ﾅｶｵｶﾐﾔｳﾁ 中学 330 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 中1

334 宮腰　美里 ﾐﾔｺｼ ﾐｻﾄ 中1
333 田　　佑美 ﾃﾞﾝ ﾕｳﾐ 中1

3 羽衣学園 134 小西  　杏 ｺﾆｼ ｱﾝ 中3
ﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｸ 中学 138 山尾　咲貴 ﾔﾏｵ ｻｷ 中2

136 唐澤みゆき ｶﾗｻﾜ ﾐﾕｷ 中3
135 藤原　奈央 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵ 中3

4 ﾙｰﾃﾙ学院 828 清田さおり ｷﾖﾀ ｻｵﾘ 中3
ﾙｰﾃﾙ 中学 827 島津　玲奈 ｼﾏﾂﾞ ﾚﾅ 中3

830 岡本　玲奈 ｵｶﾓﾄ ﾚﾅ 中2
832 福岡夏菜恵 ﾌｸｵｶ ｶﾅｴ 中1

5 市立福栄 896 榎本　梨沙 ｴﾉﾓﾄ ﾘｻ 中2
ﾌｸｴｲ 中学 867 大森はるか ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ 中3

868 土橋亜沙美 ﾄﾞﾊﾞｼｱｻﾐ 中3
905 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 中1

6 自由が丘 266 野津由美子 ﾉﾂﾞ ﾕﾐｺ 中2
ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ 中学 269 澤井麻里子 ｻﾜｲ ﾏﾘｺ 中3

265 福田　真子 ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ 中2
270 伊藤　実咲 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 中3

7 武庫川大附 257 河原　由梨 ｶﾊﾗ ﾕﾘ 中3
ﾑｺｶﾞﾜﾀﾞｲ 中学 252 漣　　尚子 ｻｻﾞﾅﾐ ｼｮｳｺ 中2

261 谷垣そのえ ﾀﾆｶﾞｷ ｿﾉｴ 中1
253 山中　　萌 ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ 中2

8 東京成徳大学 1117 林　　真弓 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 中3
ﾄｳｷｮｳｾｲﾄ 中学 1115 大原　千明 ｵｵﾊﾗ ﾁｱｷ 中3

1116 木村　僚江 ｷﾑﾗ ﾄﾓｴ 中3
1114 井本　麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中3

9 柏市立柏第二 913 和田真由香 ﾜﾀﾞﾏﾕｶ 中1
ｶｼﾜﾀﾞｲﾆ 中学 892 宮本　　葵 ﾐﾔﾓﾄ  ｱｵｲ 中2

873 島津　花菜 ｼﾏﾂﾞ ｶﾅ 中3
872 染谷　明奈 ｿﾒﾔ ｱｷﾅ 中3

10 福　山 406 徳重　歩実 ﾄｸｼｹﾞ ｱﾕﾐ 中3
ﾌｸﾔﾏ 中学 403 白石  恵理 ｼﾗｲｼ ｴﾘ 中3

405 小野奈津実 ｵﾉ ﾅﾂﾐ 中3
404 小畑　美咲 ｺﾊﾞﾀｹ ﾐｻｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 湖西市立鷲津 172 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 中1

ﾜｼﾂﾞ 中学 170 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 中2
173 林　　恵梨 ﾊﾔｼ ｴﾘ 中1
169 内藤　令美 ﾅｲﾄｳ ﾚﾐ 中3

2 越谷中央 1280 早川　美紀 ﾊﾔｶﾜ ﾐｷ 中1
ｺｼｶﾞﾔﾁｭｳ 中学 1281 小倉　弥采 ｵｸﾞﾗ ﾐｺﾄ 中1

1282 田中　　楓 ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 中1
1283 早川満里奈 ﾊﾔｶﾜ ﾏﾘﾅ 中3

3 鴻巣赤見台 1302 川島　久美 ｶﾜｼﾏ ｸﾐ 中2
ｱｶﾐﾀﾞｲ 中学 1300 手塚　成美 ﾃﾂﾞｶ ﾅﾙﾐ 中3

1301 長岡　千華 ﾅｶﾞｵｶ ﾁｶ 中3
1303 成田　咲希 ﾅﾘﾀ ｻｷ 中2

4 足立十四 1160 地田　麻未 ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 中1
ｱﾀﾞﾁｼﾞｭｳﾖﾝ 中学 1157 原　　裕子 ﾊﾗ ﾕｳｺ 中2

1156 山倉　千明 ﾔﾏｸﾗ ﾁｱｷ 中3
1159 溝井　　萌 ﾐｿﾞｲ ﾓｴ 中2

5 千葉市小中台 861 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中3
ｺﾅｶﾀﾞｲ 中学 888 大和田瑛里 ｵｵﾜﾀﾞｴﾘ 中2

859 森田　理美 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾐ 中3
860 宮武　郁実 ﾐﾔﾀｹ ｲｸﾐ 中3

6 東京立正 1109 猪熊　亜美 ｲﾉｸﾏ ｱﾐ 中1
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼ 中学 1110 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 中1

1112 牧田　　彩 ﾏｷﾀ ｱﾔ 中2
1111 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 中3

7 淑徳巣鴨 1176 永井　　舞 ﾅｶﾞｲ ﾏｲ 中2
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 1180 宮下　祥子 ﾐﾔｼﾀ ｻﾁｺ 中1

1177 逆井　　結 ｻｶｻｲ ﾕｲ 中2
1182 四倉由美子 ﾖﾂｸﾗ ﾕﾐｺ 中1

8 神戸市立西神 245 中川　彩未 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾐ 中3
ｾｲｼﾝ 中学 247 小川真理恵 ｵｶﾞﾜ ﾏﾘｴ 中3

251 岡本千代恵 ｵｶﾓﾄ ﾁﾖｴ 中1
246 相尾　友香 ｱｲｵ ﾕｶ 中3

9 日大豊山女子 1139 西野ちづる ﾆｼﾉ ﾁﾂﾞﾙ 中3
ﾌﾞｻﾞﾝｼﾞｮ 中学 1138 伊藤　安奈 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 中3

1140 安倍茉奈津 ｱﾍﾞ ﾏﾅﾂ 中3
1141 髙久　　彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 中3

10 松戸市立第一 882 堀口　菜花 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅﾉｶ 中2
ﾏﾂﾄﾀﾞｲｲﾁ 中学 883 松熊　　唯 ﾏﾂｸﾏ  ﾕｲ 中2

911 木内　麻衣 ｷｳﾁ ﾏｲ 中1
912 森谷　　史 ﾓﾘﾔ ﾌﾐ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 和洋国府台 906 関根　汐絵 ｾｷﾈ ｼｵｴ 中1

ﾜﾖｳ 中学 897 相原　万里 ｱｲﾊﾗ ﾏﾘ 中2
870 佐藤志保里 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 中3
869 田中　成美 ﾀﾅｶ ﾅﾙﾐ 中3

2 横浜市立樽町 713 関根　理沙 ｾｷﾈ ﾘｻ 中1
ﾀﾙﾏﾁ 中学 712 植村　友香 ｳｴﾑﾗ ﾄﾓｶ 中2

711 一関映瑠歌 ｲﾁﾉｾｷ ﾊﾙｶ 中3
710 新藤　桃子 ｼﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｺ 中3

3 堺・日置荘 141 古川　美帆 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 中3
ｻｶｲﾋｷｼｮｳ 中学 142 小川 　 栞 ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 中2

143 樫木絵里香 ｶｼｷ ｴﾘｶ 中2
144 安西　光紗 ｱﾝｻﾞｲ ｱﾘｻ 中2

4 八王子陵南 1168 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中3
ﾘｮｳﾅﾝ 中学 1169 坂戸　里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 中3

1170 坂戸　希実 ｻｶﾄ ﾉｿﾞﾐ 中3
1167 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中3

5 桜  道 1151 今井　有妃 ｲﾏｲ ﾕｷ 中3
ｻｸﾗﾐﾁ 中学 1147 小林　沙衣 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ 中2

1148 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中3
1149 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中3

6 尚　絅 817 栃原　愛弓 ﾄﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ 中3
ｼｮｳｹｲ 中学 820 吉田　朝日 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 中1

818 宮﨑　裕己 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾐ 中2
833 吉田　青空 ﾖｼﾀﾞ ｱｵｿﾞﾗ 中3

7 神戸歌敷山 240 高島　瞳美 ﾀｶｼﾏ ﾋﾄﾐ 中3
ｳﾀｼｷﾔﾏ 中学 242 筒井　愛理 ﾂﾂｲ ｱｲﾘ 中3

244 片山　萌子 ｶﾀﾔﾏ ﾓｴｺ 中2
243 勝見　早希 ｶﾂﾐ ｻｷ 中3

8 横浜・東鴨居 714 清水　美裕 ｼﾐｽﾞ ﾐﾕ 中3
ﾋｶﾞｼｶﾓｲ 中学 717 清水　紗映 ｼﾐｽﾞ ｻｴ 中1

715 久保山和佳 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾜｶ 中2
716 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 中1

9 金沢市立清泉 286 田嶋　哲実 ﾀｼﾞﾏ ｻﾄﾐ 中3
ｾｲｾﾝ 中学 287 馬渡友佳里 ｳﾏﾜﾀﾘ ﾕｶﾘ 中1

285 谷田　知沙 ﾀﾆﾀﾞ ｶｽﾞｻ 中1
284 山脇　　梓 ﾔﾏﾜｷ ｱｽﾞｻ 中3

10 広島市立安佐 354 平瀬　優 ﾋﾗｾ ﾕｳ 中1
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 352 松永　美樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐｷ 中3

353 辰巳　真衣香 ﾀﾂﾐ ﾏｲｶ 中2
351 上田祐企奈 ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ 中3
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石  川
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 小松川三 1127 坂本　朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 中2

ｺﾏﾂｶﾞﾜｻﾝ 中学 1128 梁瀬　桃子 ﾔﾅｾ ﾓﾓｺ 中2
1129 篠崎　　杏 ｼﾉｻﾞｷ ｱﾝｽﾞ 中1
1126 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中2

2 三　宿 1132 平山　葉子 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｳｺ 中3
ﾐｼｭｸ 中学 1134 稲益麻亜子 ｲﾅﾏｽ ﾏｱｺ 中2

1133 阿久津江梨子 ｱｸﾂ ｴﾘｺ 中3
1135 関本　光夏 ｾｷﾓﾄ ﾐﾂｶ 中2

3 長岡東北 335 斉藤　亜美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 中2
ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎｸ 中学 337 玉井恵理子 ﾀﾏｲ ｴﾘｺ 中2

336 斉藤　梨佳 ｻｲﾄｳ ﾘｶ 中1
338 田中　奈緒 ﾀﾅｶ ﾅｵ 中3

4 品川女子学院 1103 竹島　愛美 ﾀｹｼﾏ ｱﾐ 中3
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮ 中学 1105 森　ひかり ﾓﾘ ﾋｶﾘ 中2

1104 隅田　夏実 ｽﾐﾀ ﾅﾂﾐ 中3
1106 兼田　雅美 ｶﾈﾀ ﾏｻﾐ 中1

5 武蔵野 1118 岩城　美良 ｲﾜｼﾛ ﾐﾗ 中2
ﾑｻｼﾉ 中学 1119 森　　美月 ﾓﾘ ﾐﾂｷ 中2

1120 荻野夕里弥 ｵｷﾞﾉ ﾕﾘﾔ 中3
1121 桜沢ライラ ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾗｲﾗ 中2

6 つきみ野 740 髙田樹里亜 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ 中3
ﾂｷﾐﾉ 中学 744 鎌田　遥佳 ｶﾏﾀ ﾊﾙｶ 中1

745 木下瑛理子 ｷﾉｼﾀ ｴﾘｺ 中1
742 平尾　奈央 ﾋﾗｵ ﾅｵ 中2

7 豊田市立豊南 926 平松  久実 ﾋﾗﾏﾂ ｸﾐ 中3
ﾎｳﾅﾝ 中学 927 平松  千明 ﾋﾗﾏﾂ ﾁｱｷ 中1

928 八代  瑞紀 ﾔﾂｼﾛ ﾐｽﾞｷ 中1
925 宇野つぐみ ｳﾉ ﾂｸﾞﾐ 中2

8 仙台第一 471 早坂　李穂 ﾊﾔｻｶ ﾘﾎ 中1
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｲﾁ 中学 474 原田真里奈 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾘﾅ 中1

472 結城　育海 ﾕｳｷ ｲｸﾐ 中1
475 渡邊　　愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 中1

9 川口戸塚西 1242 曽山　弥映 ｿﾔﾏ ﾔｴ 中2
ﾄﾂﾞｶﾆｼ 中学 1243 安藤　　栞 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｵﾘ 中2

1241 浜野　麻綾 ﾊﾏﾉ ﾏﾔ 中1
1244 根岸　春佳 ﾈｷﾞｼ ﾊﾙｶ 中3

10 打　越 1161 伊藤　　彩 ｲﾄｳ ｱﾔ 中3
ｳﾁｺｼ 中学 1165 橋爪　友里 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕﾘ 中2

1162 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 中2
1164 古口　恭子 ｺｸﾞﾁ ｷｮｳｺ 中2
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