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スタートリスト
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 山    口 3501 林　香奈子 ﾊﾔｼ ｶﾅｺ 高1

ﾔﾏｸﾞﾁ 3511 児玉　優衣 ｺﾀﾞﾏ ﾕｲ 中3
3510 古城　愛美 ｺｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ 中3
3506 小林　幸加 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｶ 高1

2 群    馬 1020 塩浦　美穂 ｼｵｳﾗ ﾐﾎ 高1
ｸﾞﾝﾏ 高校 1033 福岡　　茜 ﾌｸｵｶ ｱｶﾈ 高1

1003 正田千登勢 ｼｮｳﾀﾞ ﾁﾄｾ 高1
1012 西川　　希 ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 高1

3 神 奈 川 1433 松田　桃子 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓｺ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 1407 佐藤つぐみ ｻﾄｳ ﾂｸﾞﾐ 高1

1404 岡田　　愛 ｵｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高1
1411 村上　　栞 ﾑﾗｶﾐ ｼｵﾘ 高1

4 福    岡 4033 甲斐田亜衣 ｶｲﾀﾞ ｱｲ 中3
ﾌｸｵｶ 4013 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 高1

4010 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 高1
4015 松浦　　光 ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾙ 高1

5 埼    玉 1138 中森千亜紀 ﾅｶﾓﾘ ﾁｱｷ 中3
ｻｲﾀﾏ 1135 吉田　沙織 ﾖｼﾀﾞ ｻｵﾘ 中3

1125 菊地ゆめみ ｷｸﾁ ﾕﾒﾐ 高1
1111 佐藤　咲季 ｻﾄｳ ｻｷ 高1

6 愛    知 2220 鈴川　麻美 ｽｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ 高1
ｱｲﾁ 2239 野村　佳代 ﾉﾑﾗ ｶﾖ 中3

2232 手嶋　花絵 ﾃｼﾏ ﾊﾅｴ 高1
2236 宮田　侑子 ﾐﾔﾀ ﾕｳｺ 中3

7 栃    木 920 福田　　愛 ﾌｸﾀﾞ ｱｲ 中3
ﾄﾁｷﾞ 中学 914 三重野有貴 ﾐｴﾉ ﾕｷ 中3

915 金子　友香 ｶﾈｺ ﾕｶ 中3
918 鶴見安香音 ﾂﾙﾐ ｱｶﾈ 中3

8 新    潟 1722 桜井　真優 ｻｸﾗｲ ﾏﾕ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1707 山田みな美 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 高1

1702 渡部　友季 ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳｷ 高1
1718 和泉田有沙 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱﾘｻ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 静    岡 2108 杉山　詩織 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾘ 高1

ｼｽﾞｵｶ 2116 安心院千裕 ｱｼﾞﾐ ﾁﾋﾛ 高1
2126 大石佳世子 ｵｵｲｼ ｶﾖｺ 中3
2124 八木　眞波 ﾔｷﾞ ﾏﾅﾐ 中3

2 茨    城 804 島添　紗妃 ｼﾏｿﾞｴ ｻｷ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 820 黒澤　祐子 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｺ 中3

811 小野澤　遥 ｵﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中3
813 野見山　萌 ﾉﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 中3

3 千    葉 1223 和家　有希 ﾜｹ ﾕｷ 高1
ﾁﾊﾞ 1218 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 高1

1203 中野　彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 高1
1230 西田　沙月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂｷ 中3

4 東    京 1315 田中英里子 ﾀﾅｶ ｴﾘｺ 高1
ﾄｳｷｮｳ 1338 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中3

1340 山崎　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 中3
1337 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中3

5 大    阪 2716 池田　実加 ｲｹﾀﾞ ﾐｶ 高1
ｵｵｻｶ 2739 福田　愛美 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中3

2740 保坂　知世 ﾎｻｶ ﾄﾓﾖ 中3
2711 三浦　彩加 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 高1

6 京    都 2642 藤ﾉ井麻優香 ﾌｼﾞﾉｲ ﾏﾕｶ 高1
ｷｮｳﾄ 2650 蔡　　知怜 ﾁｪ ﾁﾘｮﾝ 中3

2633 中坊　　彩 ﾅｶﾎﾞｳ ｻﾔｶ 高1
2638 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 高1

7 兵    庫 2803 竹田　有希 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 2828 前田　由衣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 高1

2806 西畑　恵理 ﾆｼﾊﾞﾀ ｴﾘ 高1
2833 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 中3

8 岡    山 3313 竜門亜矢子 ﾘｭｳﾓﾝ ｱﾔｺ 高1
ｵｶﾔﾏ 3302 爾見　知保 ｼｶﾐ ﾁﾎ 中3

3305 氏平　久美 ｳｼﾞﾋﾗ ｸﾐ 中3
3324 上森　尚実 ｳﾜﾓﾘ ﾅｵﾐ 高1
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