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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 茨城県 170 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 中3
ｲﾊﾞﾗｷﾞｹﾝ 169 出澤　美和 ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ 中3

167 海老澤美月 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 高1
168 山崎　さえ ﾔﾏｻﾞｷ ｻｴ 高1

3 群馬県 216 朝倉　優希 ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 高1
ｸﾞﾝﾏｹﾝ 220 大和田明日楓 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 中3

221 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 中3
218 藤倉　楓音 ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾉﾝ 高1

4 京都府 681 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 高1
ｷｮｳﾄﾌ 682 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 中3

683 熊本　　葵 ｸﾏﾓﾄ ｱｵｲ 中3
680 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 高1

5 埼玉県 256 浅見　　瞳 ｱｻﾐ ﾋﾄﾐ 高1
ｻｲﾀﾏｹﾝ 高校 255 関口　美咲 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1

258 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 高1
257 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 高1

6 愛知県 572 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 高1
ｱｲﾁｹﾝ 高校 577 奥田　百香 ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｶ 高1

573 平岩　桃夏 ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ 高1
574 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 高1

7 北海道 26 中舘　　涼 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾘｮｳ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 31 寺田　麻美 ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾐ 中3

29 門脇　亜芽 ｶﾄﾞﾜｷ ﾂｸﾞﾒ 中3
32 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 中3

8 徳島県 932 山田　　悠 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 中3
ﾄｸｼﾏｹﾝ 929 岡田　　光 ｵｶﾀﾞ ﾋｶﾙ 高1

928 矢竹　夏樹 ﾔﾀｹ ﾅﾂｷ 高1
930 木村　桃子 ｷﾑﾗ ﾓﾓｺ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 鳥取県 823 西田野絵瑠 ﾆｼﾀﾞ ﾉｴﾙ 高1
ﾄｯﾄﾘｹﾝ 高校 820 石田　華子 ｲｼﾀﾞ ｶｺ 高1

821 井川　麗美 ｲｶﾞﾜ ﾚﾐ 高1
822 伊藤　彩華 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 高1

3 静岡県 533 泉田　　葵 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱｵｲ 高1
ｼｽﾞｵｶｹﾝ 538 廣橋　彩海 ﾋﾛﾊｼ ｱﾔﾐ 中3

532 牧野千愛希 ﾏｷﾉ ﾁｱｷ 高1
536 知花　咲湖 ﾁﾊﾞﾅ ｻｷｺ 高1

4 山形県 125 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ 122 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 高1

121 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 高1
123 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 高1

5 栃木県 190 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 中3
ﾄﾁｷﾞｹﾝ 193 岸　　愛弓 ｷｼ ｱﾕﾐ 中3

187 瀨良まり子 ｾﾗ ﾏﾘｺ 高1
191 神山　らん ｶﾐﾔﾏ ﾗﾝ 中3

6 大阪府 721 木本　真由 ｷﾓﾄ ﾏﾕ 高1
ｵｵｻｶﾌ 718 湯尻　和佳 ﾕｼﾞﾘ ﾜｶ 高1

724 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 中3
720 井出美沙紀 ｲﾃﾞ ﾐｻｷ 高1

7 福岡県 998 宮坂　奈々 ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 中3
ﾌｸｵｶｹﾝ 997 石井　　茜 ｲｼｲ ｱｶﾈ 中3

996 井上　真奈 ｲﾉｳｴ ﾏﾅ 高1
995 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 高1

8 長野県 422 井戸本芽巳 ｲﾄﾞﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 高1
ﾅｶﾞﾉｹﾝ 427 丸山乃英理 ﾏﾙﾔﾏ ﾉｴﾘ 中3

424 望月　　恵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 高1
426 原田　彩音 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾈ 中3
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3組
1

2 兵庫県 765 清水　史華 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｶ 中3
ﾋｮｳｺﾞｹﾝ 764 近藤　　和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｺﾞﾐ 中3

763 松本　茉与 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾖ 高1
760 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 高1

3 香川県 922 堤　　友紀 ﾂﾂﾐ ﾕｷ 中3
ｶｶﾞﾜｹﾝ 918 宮崎　亜美 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾐ 高1

919 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 高1
920 白川　有紗 ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ 高1

4 神奈川県 385 井上　愛梨 ｲﾉｳｴ ﾏﾘ 中3
ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ 379 髙﨑　有紀 ﾀｶｻｷ ﾕｷ 高1

380 奥山　瑞稀 ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 高1
383 朝長千恵子 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ 中3

5 東京都 343 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ 中3
ﾄｳｷｮｳﾄ 340 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 高1

337 藪　　美涼 ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ 高1
336 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 高1

6 千葉県 299 白井早弥香 ｼﾗｲ ｻﾔｶ 中3
ﾁﾊﾞｹﾝ 294 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 高1

298 佐藤　里咲 ｻﾄｳ ﾘｻ 高1
295 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 高1

7 山口県 892 川崎　涼夏 ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ 高1
ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ 高校 890 松永　　光 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋｶﾙ 高1

895 芦村　優奈 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ 高1
894 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ 高1

8 新潟県 455 山岸　育美 ﾔﾏｷﾞｼ ｲｸﾐ 高1
ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ 458 中嶋　沙織 ﾅｶｼﾞﾏ ｻｵﾘ 中3

460 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 中3
456 難波　若那 ﾅﾝﾊﾞ ﾜｶﾅ 高1
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