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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 愛    知 2205 西　未花子 ﾆｼ ﾐｶｺ 高3
ｱｲﾁ 高校 2208 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高3

2206 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高2
2223 松下絵里奈 ﾏﾂｼﾀ ｴﾘﾅ 高2

3 福    島 棄権
ﾌｸｼﾏ

4 埼    玉 1112 山岸　奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ 高1
ｻｲﾀﾏ 高校 1114 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 高2

1127 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高3
1109 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ 高2

5 千    葉 1219 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 1214 鈴木　　綾 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 高2

1224 土田湖都子 ﾂﾁﾀﾞ ｺﾄｺ 高3
1201 平山瑛梨奈 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘﾅ 高2

6 石    川 1902 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高3
ｲｼｶﾜ 高校 1911 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 高3

1916 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高3
1909 北村　美季 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂｷ 高1

7 秋    田 516 谷口　瑞穂 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 高3
ｱｷﾀ 高校 502 菅原　　翠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 高2

506 打川めぐみ ｳﾁｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 高3
505 小柳由美子 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 高3
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2組
1 福    井 2007 山本　弥佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ 高3

ﾌｸｲ 高校 2004 大谷　冴香 ｵｵﾀﾆ ｻｴｶ 高2
2005 津田沙穂里 ﾂﾀﾞ ｻｵﾘ 高2
2002 松山　幸恵 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｷｴ 高3

2 山    形 608 今井　幸美 ｲﾏｲ ﾕﾐ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 601 古頭　奈美 ﾌﾙﾄｳ ﾅﾐ 高2

602 山中佑希子 ﾔﾏﾅｶ ﾕｷｺ 高3
607 五瓶　利沙 ｺﾞﾍｲ ﾘｻ 高2

3 群    馬 1021 坂上　　梢 ｻｶｳｴ ｺｽﾞｴ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 1027 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高3

1030 狩野はづき ｶﾉｳ ﾊﾂﾞｷ 高3
1015 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ 高2

4 大    阪 2725 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高2
ｵｵｻｶ 高校 2702 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高3

2712 山階　早姫 ﾔﾏｼﾅ ｻｷ 高3
2729 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高3

5 京    都 2628 村上　　舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 2604 岡本佐知子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ 高3

2609 近藤　理英 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｴ 高2
2637 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高3

6 岡    山 3325 齋藤真里枝 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｴ 高3
ｵｶﾔﾏ 高校 3307 原田　愛弓 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 高2

3309 春名　鮎美 ﾊﾙﾅ ｱﾕﾐ 高2
3310 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 高2

7 岐    阜 2405 小池　真由 ｺｲｹ ﾏﾕ 高2
ｷﾞﾌ 高校 2408 青井　　唯 ｱｵｲ ﾕｲ 高2

2406 加藤　杏奈 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 高1
2412 竹中　まい ﾀｹﾅｶ ﾏｲ 高3
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1 和 歌 山 3014 椿　　梨沙 ﾂﾊﾞｷ ﾘｻ 高3

ﾜｶﾔﾏ 高校 3013 有本麻衣那 ｱﾘﾓﾄ ﾏｲﾅ 高3
3011 北野　まゆ ｷﾀﾉ ﾏﾕ 高2
3002 高出　未来 ﾀｶﾃﾞ ﾐｸ 高2

2 滋    賀 2509 畑中　マヤ ﾊﾀﾅｶ ﾏﾔ 高3
ｼｶﾞ 高校 2506 小山　杏里 ｺﾔﾏ ｱﾝﾘ 高3

2507 伊藤　鈴香 ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 高3
2503 佃　亜佑美 ﾂｸﾀﾞ ｱﾕﾐ 高3

3 福    岡 4021 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 4017 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高3

4016 清水　桜子 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗｺ 高3
4003 栗田　未加 ｸﾘﾀ ﾐｶ 高3

4 東    京 1301 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 1307 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 高1

1329 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高3
1312 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 高3

5 静    岡 2112 李　　美沙 ﾘｰ ﾐｻ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 2113 西田麻優香 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾕｶ 高3

2114 山本　祥代 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁﾖ 高2
2107 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高2

6 兵    庫 2823 井関　那緒 ｲｾｷ ﾅｵ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2827 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高2

2809 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高3
2825 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 高2

7 新    潟 1708 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1704 野口　幸香 ﾉｸﾞﾁ ｻﾁｶ 高2

1711 奈良　梨央 ﾅﾗ ﾘｵ 高2
1715 佐藤由佳里 ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 高2
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