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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 群馬県 212 須藤　桃代 ｽﾄｳ ﾓﾓﾖ 高2
ｸﾞﾝﾏｹﾝ 高校 211 髙橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高2

214 須藤　亜湖 ｽﾄｳ ｱｺ 高2
209 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 高3

4 栃木県 184 小関　夏奈 ｵｾﾞｷ ｶﾅ 高3
ﾄﾁｷﾞｹﾝ 高校 186 小山　那菜 ｺﾔﾏ ﾅﾅ 高1

185 菊池　優奈 ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 高2
188 岡　　怜加 ｵｶ ﾚｲｶ 高1

5 千葉県 297 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 高1
ﾁﾊﾞｹﾝ 高校 287 土屋　綾音 ﾂﾁﾔ ｱﾔﾈ 高3

292 大江菜津子 ｵｵｴ ﾅﾂｺ 高2
288 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 高3

6 岐阜県 621 森　万柚子 ﾓﾘ ﾏﾕｺ 高3
ｷﾞﾌｹﾝ 高校 625 中島万里花 ﾅｶｼﾏ ﾏﾘｶ 高2

627 吉村　莉奈 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ 高1
622 米倉　　薫 ﾖﾈｸﾗ ｶｵﾙ 高3

7 福岡県 992 小川　純季 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 高2
ﾌｸｵｶｹﾝ 高校 993 三浦　鈴奈 ﾐｳﾗ ｽｽﾞﾅ 高2

994 鶴崎　莉乃 ﾂﾙｻｷ ﾘﾉ 高1
991 萱島　　望 ｶﾔｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 高2

8 静岡県 529 古賀ﾋﾞｱﾝｶﾋﾄﾐ ｺｶﾞ ﾋﾞｱﾝｶﾋﾄﾐ 高2
ｼｽﾞｵｶｹﾝ 高校 531 廣橋　海結 ﾋﾛﾊｼ ﾐﾕ 高1

535 山口　実里 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾘ 高1
530 野沢　佑紀 ﾉｻﾞﾜ ﾕｷ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 山梨県 394 伊藤　理奈 ｲﾄｳ ﾘﾅ 高3
ﾔﾏﾅｼｹﾝ 高校 399 黒部　蒔子 ｸﾛﾍﾞ ﾏｷｺ 高2

393 七里　夏海 ｼﾁﾘ ﾅﾂﾐ 高3
398 小俣麻有里 ｵﾏﾀ ﾏﾕﾘ 高2

3 兵庫県 758 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 高2
ﾋｮｳｺﾞｹﾝ 高校 754 日下部絢美 ｸｻｶﾍﾞ ｱﾔﾐ 高3

756 小林　奈緒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 高3
755 則正茉奈果 ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ 高3

4 新潟県 453 五十嵐杏奈 ｲｶﾗｼ ｱﾝﾅ 高2
ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ 高校 454 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 高2

447 宮崎　　緑 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 高3
452 熊谷　美穂 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾎ 高2

5 東京都 331 神村万里恵 ｶﾐﾑﾗ ﾏﾘｴ 高3
ﾄｳｷｮｳﾄ 高校 334 細越　　智 ﾎｿｺｼ ｻﾄﾘ 高3

332 小畑　安紀 ｵﾊﾞﾀ ｱｷ 高3
333 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 高3

6 大阪府 713 辻本　茉穂 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 高3
ｵｵｻｶﾌ 高校 715 西岡みづき ﾆｼｵｶ ﾐｽﾞｷ 高2

712 永井　栞歩 ﾅｶﾞｲ ｶﾎ 高3
714 山本　映実 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ 高2

7 京都府 673 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 高3
ｷｮｳﾄﾌ 高校 677 松井　恵子 ﾏﾂｲ ｹｲｺ 高2

676 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 高2
672 金澤　佑紀 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｷ 高3

8 奈良県 781 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 高2
ﾅﾗｹﾝ 高校 782 橋本　智美 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 高2

780 五島　夏希 ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ 高2
779 徳永明香理 ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾘ 高3
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3組
1

2 愛媛県 944 山内奈緒子 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵｺ 高3
ｴﾋﾒｹﾝ 高校 947 井尻　　雅 ｲｼﾞﾘ ﾐﾔﾋﾞ 高2

946 高橋万由花 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕｶ 高2
945 上岡　杏奈 ｳｴｵｶ ｱﾝﾅ 高3

3 広島県 872 伊達　友香 ﾀﾞﾃ ﾕｳｶ 高1
ﾋﾛｼﾏｹﾝ 高校 871 原　　美波 ﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高3

870 湯中鈴音和 ﾕﾅｶ ﾚｵﾅ 高3
869 森重　桜子 ﾓﾘｼｹﾞ ｻｸﾗｺ 高3

4 愛知県 567 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高2
ｱｲﾁｹﾝ 高校 565 小西　伶実 ｺﾆｼ ﾚﾐ 高3

569 富田奈緒美 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾐ 高2
566 松本菜摘美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高3

5 神奈川県 373 内村ほたる ｳﾁﾑﾗ ﾎﾀﾙ 高3
ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ 高校 374 金指　美紅 ｶﾅｻｼ ﾐｸ 高3

378 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 高2
375 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 高3

6 埼玉県 248 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 高3
ｻｲﾀﾏｹﾝ 高校 254 清水　春菜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 高3

252 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 高3
249 鈴木　　凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 高3

7 福島県 145 橋本実沙紀 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ 高3
ﾌｸｼﾏｹﾝ 高校 144 桑原　優希 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｷ 高3

147 小林　千桜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｵｳ 高2
146 小松　桃子 ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ 高2

8 北海道 23 小野寺美奈 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾅ 高3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 22 今　　涼音 ｺﾝ ｽｽﾞﾈ 高3

25 和賀　知実 ﾜｶﾞ ﾄﾓﾐ 高2
24 村中みいな ﾑﾗﾅｶ ﾐｲﾅ 高3
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