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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 大　阪 620 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 大4
ｵｵｻｶ 大学 621 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 大3

622 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 大3
619 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 大4

3 北海道 13 村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 15 高橋　桃子 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 大4

17 若狭かな恵 ﾜｶｻ ｶﾅｴ 大3
14 増田愛美里 ﾏｽﾀﾞ ｴﾐﾘ 大4

4 東　京 270 田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 大3
ﾄｳｷｮｳ 273 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 大3

271 山口　真奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 大3
269 山﨑　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ

5 埼  玉 202 山本瑠美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾐｺ 大2
ｻｲﾀﾏ 大学 198 田村眞理子 ﾀﾑﾗ ﾏﾘｺ 大4

203 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 大2
199 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 大4

6 愛　知 498 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 大1
ｱｲﾁ 499 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 大1

495 竹迫　麻澄 ﾀｶﾊﾞ ﾏｽﾐ 大3
493 三輪　彩奈 ﾐﾜ ｱﾔﾅ
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2組
1

2 静　岡 459 埜下左知代 ﾉｼﾀ ｻﾁﾖ 大3
ｼｽﾞｵｶ 大学 460 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 大3

458 田中ひとみ ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 大4
461 國光　真生 ｸﾆﾐﾂ ﾏｵ 大2

3 茨  城 123 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 大2
ｲﾊﾞﾗｷ 大学 125 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大1

121 神山　菜穂 ｶﾐﾔﾏ ﾅﾎ 大3
122 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 大2

4 神奈川 315 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 大2
ｶﾅｶﾞﾜ 大学 317 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 大1

314 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大2
316 瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 大2

5 千　葉 234 住吉　茉莉 ｽﾐﾖｼ ﾏﾘ 大3
ﾁﾊﾞ 232 稲田　法子 ｲﾅﾀﾞ ﾉﾘｺ

235 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 大3
233 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 大3

6 和歌山 715 押川　里奈 ｵｼｶﾜ ﾘﾅ
ﾜｶﾔﾏ 717 杉野　紘子 ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｺ

718 宮脇　　唯 ﾐﾔﾜｷ ﾕｲ
716 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ
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