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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3

4 高知大 1419 中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 大3
ｺｳﾁﾀﾞｲ 大学 1420 細木玲仁子 ﾎｿｷﾞ ﾚｲｺ 大1

1421 市川瑠里子 ｲﾁｶﾜ ﾙﾘｺ 大1
1417 寺西亜里彩 ﾃﾗﾆｼ ｱﾘｻ 大4

5 東北福祉大 2012 嶺岸　眞子 ﾐﾈｷﾞｼ ﾏｺ 大1
ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大学 2009 佐藤　　萌 ｻﾄｳ ﾓｴ 大3

2014 藤原　　萌 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓｴ 大2
2010 結城　育海 ﾕｳｷ ｲｸﾐ 大2

6 九州共立大 1543 酒井密千子 ｻｶｲ ﾐﾁｺ 大4
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1544 前田　秋穂 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾎ 大2

1545 白石　成美 ｼﾗｲｼ ﾅﾙﾐ 大1
1546 前田　梨花 ﾏｴﾀﾞ ﾘｶ 大1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 名桜大 1549 山田　安珠 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 大1
ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学 1547 金城　　唯 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｲ 大2

2003 宮城　琴美 ﾐﾔｷﾞ ｺﾄﾐ 大2
2001 比嘉　七聖 ﾋｶﾞ ﾅﾅｾ 大4

3 拓殖大 340 押田　実菜 ｵｼﾀﾞ ﾐﾅ 大3
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 337 大平　桃子 ｵｵﾋﾗ ﾓﾓｺ 大4

339 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 大3
341 猿渡　由佳 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾕｳｶ 大3

4 東海学園大 971 福井友理菜 ﾌｸｲ ﾕﾘﾅ 大2
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 973 舟橋　若奈 ﾌﾅﾊｼ ﾜｶﾅ 大2

976 高木みはる ﾀｶｷﾞ ﾐﾊﾙ 大1
977 上岡　杏奈 ｳｴｵｶ ｱﾝﾅ 大1

5 国士舘大 300 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 大2
ｺｸｼｶﾝ 大学 308 岩瀬　葉月 ｲﾜｾ ﾊﾂﾞｷ 大1

296 三原　未夕 ﾐﾊﾗ ﾐﾕ 大4
312 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 大1

6 愛知学院大 805 榊原　有李 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕﾘ 大3
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大学 803 金子　友香 ｶﾈｺ ﾕｶ 大4

807 大西　智子 ｵｵﾆｼ ﾄﾓｺ 大3
806 隅田　華菜 ｽﾐﾀﾞ ｶﾅ 大3

7 北海道大 1596 板倉友香里 ｲﾀｸﾗ ﾕｶﾘ 大1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1592 藤島　由佳 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｶ 大3

1591 秋山　恵美 ｱｷﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 大3
1594 近藤　敦美 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾐ 大3

8 福岡大 1465 宮脇　　唯 ﾐﾔﾜｷ ﾕｲ 大4
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1469 松尾　莉子 ﾏﾂｵ ﾘｺ 大2

1462 氏平　久美 ｳｼﾞﾋﾗ ｸﾐ 大4
1460 川野　由夏 ｶﾜﾉ ﾕｶ 大4

9 広島大 1403 原　　美波 ﾊﾗ ﾐﾅﾐ 大1
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1401 村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 大1

1402 小畑　朱里 ｺﾊﾞﾀｹ ｱｶﾘ 大1
1400 藤坂　百恵 ﾌｼﾞｻｶ ﾓﾓｴ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 大阪教育大 1034 渡邊有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 大1

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1031 橋口　若葉 ﾊｼｸﾞﾁ ﾜｶﾊﾞ 大3
1032 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 大2
1036 徳永明香理 ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾘ 大1

2 中央大 88 瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 大1
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 85 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 大4

87 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 大2
86 岩嵜有加里 ｲﾜｻｷ ﾕｶﾘ 大2

3 同志社大 1181 前川知佳子 ﾏｴｶﾜ ﾁｶｺ 大2
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1177 福田　愛美 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 大4

1178 杉野　紘子 ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｺ 大4
1182 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ 大2

4 日本大 622 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 625 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ 大1

620 齊藤　美緒 ｻｲﾄｳ ﾐｵ 大2
618 田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 大2

5 神奈川大 489 太田　晴菜 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 大3
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 503 黒岩　紗耶 ｸﾛｲﾜ ｻﾔ 大1

486 渡辺　耶唯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｲ 大3
501 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 大1

6 法政大 45 中村　桃子 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 46 浜野　麻綾 ﾊﾏﾉ ﾏﾔ 大2

48 木屋川内万穂 ｷﾔｶﾜｳﾁ ﾏﾎ 大2
52 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大1

7 立教大 385 白井　沙菜 ｼﾗｲ ｻﾅ 大2
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 379 杉崎　可奈 ｽｷﾞｻｷ ｶﾅ 大3

380 三浦　萌華 ﾐｳﾗ ﾓｴｶ 大3
377 眞弓　祐子 ﾏﾕﾐ ﾕｳｺ 大4

8 大阪体育大 1005 大山　貴子 ｵｵﾔﾏ ﾀｶｺ 大4
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1006 中辻　優果 ﾅｶﾂｼﾞ ﾕｶ 大4

1004 松田　志保 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾎ 大4
1008 小川帆乃香 ｵｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 大4

9 明治大 棄権
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学

10 東北学院大 1584 庄司はるか ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙｶ 大2
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1585 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 大1

1580 金野　　愛 ｺﾝﾉ ｱｲ 大4
1583 佐藤麻理奈 ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 大2
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4組
1 天理大 1217 鈴木亜由美 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 大4

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1224 横谷ひとみ ﾖｺﾀﾆ ﾋﾄﾐ 大2
1221 野津由美子 ﾉﾂﾞ ﾕﾐｺ 大3
1230 笹沼　美徳 ｻｻﾇﾏ ﾐﾉﾘ 大1

2 立命館大 1318 森下　智華 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓｶ 大3
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1322 松浦麻也加 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾔｶ 大1

1323 松本菜摘美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ 大1
1321 樋口　　麗 ﾋｸﾞﾁ ｳﾗﾗ 大2

3 関西大 1277 辻本　茉穂 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 大1
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1271 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 大2

1266 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 大3
1272 金井　萌香 ｶﾅｲ ﾓｴｶ 大2

4 鹿屋体育大 1527 伊藤　鮎香 ｲﾄｳ ｱﾕｶ 大1
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1522 福留　景子 ﾌｸﾄﾞﾒ ｹｲｺ 大2

1513 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 大3
1511 村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ 大4

5 山梨学院大 761 山下　安輝 ﾔﾏｼﾀ ｱｷ 大2
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 763 柴山　鈴加 ｼﾊﾞﾔﾏ ｽｽﾞｶ 大2

767 久保知亜記 ｸﾎﾞ ﾁｱｷ 大1
764 本間あかり ﾎﾝﾏ ｱｶﾘ 大2

6 東海大 664 服部　るい ﾊｯﾄﾘ ﾙｲ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 675 細越　　智 ﾎｿｺｼ ｻﾄﾘ 大1

666 佐藤　礼菜 ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 大3
676 井上　真綾 ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ 大1

7 日本体育大 146 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ 大1
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 135 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 大3

137 播磨　季美 ﾊﾘﾏ ｽｴﾐ 大2
143 田尾優里香 ﾀｵ ﾕﾘｶ 大2

8 新潟医福大 932 轟　　瑞恵 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾐｽﾞｴ 大4
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 935 藤野　友規 ﾌｼﾞﾉ ﾕｷ 大4

934 皆川　由佳 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕｶ 大4
946 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 大1

9 専修大 452 宮坂　　忍 ﾐﾔｻｶ ｼﾉﾌﾞ 大4
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 453 笹木　愛恵 ｻｻｷ ﾏﾅｴ 大3

451 高野　有紀 ﾀｶﾉ ﾕｷ 大4
460 鈴木　　凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 大1

10 東京学芸大 3 加藤沙百合 ｶﾄｳ ｻﾕﾘ 大2
ｶﾞｸｹﾞｲ 大学 5 橋爪　亜季 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷ 大1

2 小林あゆみ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 大4
4 主藤　美樹 ｽﾄｳ ﾐｷ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 愛知教育大 871 岩田　博子 ｲﾜﾀ ﾋﾛｺ 大3

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 870 松藤　優衣 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｲ 大4
876 早川　由香 ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 大1
879 米倉　　薫 ﾖﾈｸﾗ ｶｵﾙ 大1

2 慶應義塾大 228 鍵矢　遥菜 ｶｷﾞﾔ ﾊﾙﾅ 大2
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 222 木屋川内千穂 ｷﾔｶﾜｳﾁ ﾁﾎ 大4

223 伊藤美樹子 ｲﾄｳ ﾐｷｺ 大3
221 吉田　篤代 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾖ 大4

3 岡山大 1380 竹下　千尋 ﾀｹｼﾀ ﾁﾋﾛ 大2
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1373 橋原　芽生 ﾊｼﾊﾗ ﾒｲ 大4

1381 設楽ひかり ｼﾀﾞﾗｸ ﾋｶﾘ 大2
1374 池谷　遥子 ｲｹﾔ ﾊﾙｺ 大4

4 東洋大 537 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 大2
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 540 金指　美紅 ｶﾅｻｼ ﾐｸ 大1

543 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 大1
542 宮本　靖子 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ 大1

5 中京大 847 田中ひとみ ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 3845 蔡　　知怜 ﾁｪ ﾁﾘｮﾝ 大4

850 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 大2
846 雨宮　未侑 ｱﾒﾐﾔ ﾐﾕｳ 大4

6 早稲田大 572 須藤　智恵 ｽﾄﾞｳ ﾁｴ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 575 杉山沙侑南 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾕﾅ 大3

583 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 大1
573 山﨑　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 大4

7 武庫川女子大 1093 鎌田　憂希 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 大1
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 1087 桐原　　華 ｷﾘﾊﾗ ﾊﾅ 大2

1074 三村　知美 ﾐﾑﾗ ﾄﾓﾐ 大4
1078 久森　葉月 ﾋｻﾓﾘ ﾊﾂﾞｷ 大3

8 近畿大 1144 越智　美奈 ｵﾁ ﾐﾅ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1139 西浦　有香 ﾆｼｳﾗ ﾕｶ 大3

1137 保志場　慶 ﾎｼﾊﾞ ｹｲ 大4
1143 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 大3

9 日本女子体大 183 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 大1
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 189 清水　春菜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 大1

176 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 大2
173 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 大2

10 関西学院大 1070 大和友梨絵 ﾔﾏﾄ ﾕﾘｴ 大4
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1071 山本　麻利 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾄ 大4

1069 小林　広果 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ 大4
1072 永岡　里彩 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｻ 大3
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