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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 群  馬 171 松村美弥妃 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 高1
ｸﾞﾝﾏ 175 植木あかり ｳｴｷ ｱｶﾘ 中3

173 加藤　紫世 ｶﾄｳ ｼﾉ 中3
169 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 高1

3 静　岡 468 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 高1
ｼｽﾞｵｶ 472 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 中3

470 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 高1
469 北木ともみ ｷﾀｷ ﾄﾓﾐ 高1

4 埼  玉 211 鈴木　桃果 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 高1
ｻｲﾀﾏ 212 千田舞奈美 ﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ 高1

215 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中3
214 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 中3

5 愛　知 514 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 中3
ｱｲﾁ 511 松原空彩虹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾖｶ 高1

513 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 中3
507 斉尾　有彩 ｻｲｵ ｱﾘｻ 高1

6 鳥  取 735 保﨑　みき ﾎｻｷ ﾐｷ 高1
ﾄｯﾄﾘ 733 落部緋菜子 ｵﾁﾍﾞ ﾋﾅｺ 高1

734 吉村　真子 ﾖｼﾑﾗ ﾏｺ 高1
736 横山　　雅 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 中3
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2組
1

2 愛　媛 832 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 中3
ｴﾋﾒ 829 井上　佳慧 ｲﾉｳｴ ｶｴ 高1

831 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 中3
828 卷幡ひなた ﾏｷﾊﾀ ﾋﾅﾀ 高1

3 兵  庫 675 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 674 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 中3

670 森　　里菜 ﾓﾘ ﾘﾅ 高1
669 結城　千晴 ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ 高1

4 東　京 284 吉田真希子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ 高1
ﾄｳｷｮｳ 285 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 中3

287 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 中3
286 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 中3

5 神奈川 326 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 327 木﨑あゆみ ｷｻｷ ｱﾕﾐ 高1

328 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 高1
324 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高1

6 京　都 592 今西　志帆 ｲﾏﾆｼ ｼﾎ 高1
ｷｮｳﾄ 高校 596 櫻井　美月 ｻｸﾗｲ ﾐﾂﾞｷ 高1

595 三曵　　光 ﾐﾂﾋﾞｷ ﾋｶﾘ 高1
594 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 高1

7 大　分 921 池﨑　美弥 ｲｹｻﾞｷ ﾐﾔ 中3
ｵｵｲﾀ 919 奴留湯さや ﾇﾙﾕ ｻﾔ 高1

920 武信ちひろ ﾀｹﾉﾌﾞ ﾁﾋﾛ 高1
922 安波　美鈴 ﾔｽﾅﾐ ﾐｽｽﾞ 中3
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1

2 山　形 89 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 90 工藤　菜々 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 高1

91 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 中3
92 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 中3

3 宮  城 62 河野　優美 ｶﾜﾉ ﾕｳﾐ 高1
ﾐﾔｷﾞ 高校 64 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ 高1

60 山崎　純菜 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾅ 高1
61 菅原　笑華 ｽｶﾞﾜﾗ ｴﾐｶ 高1

4 千　葉 241 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 高1
ﾁﾊﾞ 245 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 中3

246 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 中3
244 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 中3

5 大　阪 638 友田　望心 ﾄﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 中3
ｵｵｻｶ 633 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 高1

634 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高1
635 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高1

6 北海道 22 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 23 内山　　舞 ｳﾁﾔﾏ ﾏｲ 中3

24 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 中3
21 横山ゆうき ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 高1

7 香　川 815 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 中3
ｶｶﾞﾜ 812 前田　有美 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾐ 高1

813 藤川　亜未 ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾐ 中3
814 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 中3
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