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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

2 新    潟 1718 和泉田有沙 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱﾘｻ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 1730 渡辺　愛望 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 中3

1727 藤野　友規 ﾌｼﾞﾉ ﾕｷ 中3
1731 皆川　由佳 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕｶ 中3

3 千    葉 1230 西田　沙月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂｷ 中3
ﾁﾊﾞ 1204 根本　　瞳 ﾈﾓﾄ ﾋﾄﾐ 高1

1228 平尾　真紀 ﾋﾗｵ ﾏｷ 中3
1203 中野　彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 高1

4 神 奈 川 1425 大島　　愛 ｵｵｼﾏ ｱｲ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 1432 金子　　栞 ｶﾈｺ ｼｵﾘ 中3

1411 村上　　栞 ﾑﾗｶﾐ ｼｵﾘ 高1
1424 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 高1

5 茨    城 813 野見山　萌 ﾉﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 中3
ｲﾊﾞﾗｷ 807 谷家　悠海 ﾀﾆﾔ ﾕｳﾐ 高1

821 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高1
801 高橋絵理沙 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｻ 高1

6 群    馬 1036 橘　　初美 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾂﾐ 中3
ｸﾞﾝﾏ 1012 西川　　希 ﾆｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 高1

1013 赤井　美穂 ｱｶｲ ﾐﾎ 高1
1003 正田千登勢 ｼｮｳﾀﾞ ﾁﾄｾ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 大    阪 2711 三浦　彩加 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 高1
ｵｵｻｶ 2735 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 中3

2732 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 高1
2734 世古　千紘 ｾｺ ﾁﾋﾛ 中3

3 宮    城 423 及川　里奈 ｵｲｶﾜ ﾘﾅ 中3
ﾐﾔｷﾞ 406 小野恵里奈 ｵﾉ ｴﾘﾅ 高1

426 河合ともこ ｶﾜｲ ﾄﾓｺ 中3
428 佐々木千菜 ｻｻｷ ﾁﾅ 中3

4 埼    玉 1143 雨宮　未侑 ｱﾒﾐﾔ ﾐﾕ 中3
ｻｲﾀﾏ 1111 佐藤　咲季 ｻﾄｳ ｻｷ 高1

1131 星　　　茜 ﾎｼ ｱｶﾈ 中3
1125 菊地ゆめみ ｷｸﾁ ﾕﾒﾐ 高1

5 京    都 2638 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 高1
ｷｮｳﾄ 2634 津下　尚子 ﾂｹﾞ ﾅｵｺ 高1

2651 槇村　征美 ﾏｷﾑﾗ ﾕｷﾐ 高1
2623 森　富久子 ﾓﾘ ﾌｸｺ 中3

6 岡    山 3324 上森　尚実 ｳﾜﾓﾘ ﾅｵﾐ 高1
ｵｶﾔﾏ 3301 日本　有香 ﾋﾉﾓﾄ ﾕｶ 中3

3319 冨山　絢加 ﾄﾐﾔﾏ ｱﾔｶ 高1
3305 氏平　久美 ｳｼﾞﾋﾗ ｸﾐ 中3

7 福    井 2012 酒井　智里 ｻｶｲ ﾁｻﾄ 高1
ﾌｸｲ 2015 加藤　杏奈 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 中3

2013 横田あずさ ﾖｺﾀ ｱｽﾞｻ 中3
2001 長谷川仁美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 高1
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3組
1

2 兵    庫 2802 梶原　志保 ｶｼﾞﾜﾗ ｼﾎ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 2833 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 中3

2804 山本　紗希 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 中3
2824 丸山里佳子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｶｺ 高1

3 静    岡 2106 出光　正恵 ｲﾃﾞﾐﾂ ﾏｻｴ 高1
ｼｽﾞｵｶ 2123 奥島　彩子 ｵｸｼﾏ ｱﾔｺ 中3

2124 八木　眞波 ﾔｷﾞ ﾏﾅﾐ 中3
2129 外山　栄里 ﾄﾔﾏ ｴﾘ 中3

4 東    京 1337 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中3
ﾄｳｷｮｳ 1315 田中英里子 ﾀﾅｶ ｴﾘｺ 高1

1314 大島　　京 ｵｵｼﾏ ﾐﾔｺ 高1
1340 山崎　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 中3

5 福    岡 4004 酒井　志穂 ｻｶｲ ｼﾎ 高1
ﾌｸｵｶ 高校 4010 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 高1

4014 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ 高1
4015 松浦　　光 ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾙ 高1

6 石    川 1912 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 高1
ｲｼｶﾜ 1919 森　玲衣奈 ﾓﾘ ﾚｲﾅ 中3

1917 田嶋　哲実 ﾀｼﾞﾏ ｻﾄﾐ 中3
1915 梅田　　夏 ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂ 高1

7 香    川 3605 齊藤　理子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 高1
ｶｶﾞﾜ 3614 嶋村　夏希 ｼﾏﾑﾗ ﾅﾂｷ 高1

3619 徳田　真弓 ﾄｸﾀﾞ ﾏﾕﾐ 中3
3618 林　　由梨 ﾊﾔｼ ﾕﾘ 中3
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