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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 奈    良 2918 押井　奈緒 ｵｼｲ ﾅｵ 大1
ﾅﾗ 大学 2924 田部井恵理 ﾀﾍﾞｲ ｴﾘ 大1

2921 金田　佑未 ｶﾅﾀ ﾕﾐ 大2
2922 山本裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 大2

3 東    京 1347 菅谷真理子 ｽｶﾞﾔ ﾏﾘｺ 大3
ﾄｳｷｮｳ 1330 中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ

1336 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ
1342 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 大1

4 神 奈 川 1448 岩崎　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ 大3
ｶﾅｶﾞﾜ 大学 1449 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 大1

1445 大原　摩耶 ｵｵﾊﾗ ﾏﾔ 大2
1447 宮竹　由紀 ﾐﾔﾀｹ ﾕｷ 大3

5 秋    田 503 及川真沙紀 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ
ｱｷﾀ 504 堀家　未央 ﾎﾘｹ ﾐｵ

521 一ノ関和羽 ｲﾁﾉｾｷ ｶｽﾞﾊ 大2
519 佐々木祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 大2

6 愛    知 2244 岩﨑佐代子 ｲﾜｻｷ ｻﾖｺ 大1
ｱｲﾁ 大学 2245 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 大2

2242 名倉　侑花 ﾅｸﾞﾗ ﾕｶ 大4
2249 落合　幾子 ｵﾁｱｲ ｲｸｺ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 石    川 1927 山下　祐芽 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾒ 大4
ｲｼｶﾜ 大学 1924 町　　祐希 ﾏﾁ ﾕｳｷ 大3

1925 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 大2
1928 米永　智香 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾁｶ 大2

3 群    馬 1005 中嶋美保子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎｺ 大3
ｸﾞﾝﾏ 大学 1023 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 大1

1026 鈴木　茉莉 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 大2
1018 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 大2

4 兵    庫 2848 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 大2
ﾋｮｳｺﾞ 大学 2847 竹原　久美 ﾀｹﾊﾗ ｸﾐ 大3

2849 藤田紗和美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾜﾐ 大4
2841 三田　真希 ﾐﾀ ﾏｷ 大4

5 埼    玉 1126 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ
ｻｲﾀﾏ 1140 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 大1

1146 根岸　茉美 ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ 大3
1145 遠藤美裕紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 大4

6 京    都 2625 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｺ
ｷｮｳﾄ 2644 徳田　敦子 ﾄｸﾀﾞ ｱﾂｺ 大4

2614 黒木　綾乃 ｸﾛｷ ｱﾔﾉ 大2
2640 土橋　茜子 ﾂﾁﾊｼ ｱｶﾈ 大2

7 岡    山 3331 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 大1
ｵｶﾔﾏ 大学 3337 永瀬　陽香 ﾅｶﾞｾ ﾊﾙｶ 大4

3335 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 大1
3342 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 大1
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3組
1

2 茨    城 826 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 大3
ｲﾊﾞﾗｷ 大学 829 新川　晴香 ｼﾝｶﾜ ﾊﾙｶ 大2

828 青柳　千明 ｱｵﾔｷﾞ ﾁｱｷ 大2
830 飯岡　玉貴 ｲｲｵｶ ﾀﾏｷ 大3

3 大    阪 2748 小林　真衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 大3
ｵｵｻｶ 大学 2750 佐々木　恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 大4

2751 寺川　　綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 大4
2749 越智麻土香 ｵﾁ ﾏﾄﾞｶ 大4

4 静    岡 2134 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ
ｼｽﾞｵｶ 2149 渡辺　瑞歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 大4

2139 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 大4
2146 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 大2

5 新    潟 1734 佐藤　花恵 ｻﾄｳ ﾊﾅｴ 大3
ﾆｲｶﾞﾀ 1732 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ

1741 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 大1
1733 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 大2

6 千    葉 1242 重田智絵美 ｼｹﾞﾀ ﾁｴﾐ 大3
ﾁﾊﾞ 1243 佐藤　仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 大1

1232 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ
1239 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 大1

7 和 歌 山 3028 田中　里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 大1
ﾜｶﾔﾏ 大学 3030 椿　　杏澄 ﾂﾊﾞｷ ｱｽﾞﾐ 大4

3032 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 大1
3026 岡本　直子 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｺ 大1
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