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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 群  馬 168 武田　菜月 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 166 大和田明日楓 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 高2

167 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 高2
165 谷口　憂羅 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾗ 高3

3 大　阪 629 福山　有菜 ﾌｸﾔﾏ ﾕｳﾅ 高2
ｵｵｻｶ 高校 630 寺田　麻美 ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾐ 高2

625 湯尻　和佳 ﾕｼﾞﾘ ﾜｶ 高3
631 立花　沙奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ 高2

4 愛　知 500 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 高3
ｱｲﾁ 高校 504 奥田　百香 ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｶ 高3

503 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 高3
506 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 高2

5 神奈川 321 河本　海音 ｺｳﾓﾄ ﾐｵ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 318 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高2

322 金子　喜恵 ｶﾈｺ ｷｴ 高2
323 朝長千恵子 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ 高2

6 岡　山 750 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 高3
ｵｶﾔﾏ 高校 752 平松　夏奈 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ 高2

753 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 高2
747 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 高3

7 愛　媛 827 東　　風音 ｱｽﾞﾏ ｶｻﾞﾈ 高2
ｴﾋﾒ 高校 825 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 高3

826 中井てずか ﾅｶｲ ﾃｽﾞｶ 高3
830 井尻　　環 ｲｼﾞﾘ ﾀﾏｷ 高1
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2組
1 岐　阜 548 松本　愛梨 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾘ 高2

ｷﾞﾌ 高校 545 田口そよ風 ﾀｸﾞﾁ ｿﾖｶ 高3
546 吉村　莉奈 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ 高3
547 安藤　芽生 ｱﾝﾄﾞｳ ﾒｲ 高3

2 熊　本 898 田中　真央 ﾀﾅｶ ﾏｵ 高2
ｸﾏﾓﾄ 高校 899 中川　良美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 高2

896 續　　彩加 ﾂﾂﾞｷ ｱﾔｶ 高3
897 遠山ひかり ﾄｵﾔﾏ ﾋｶﾘ 高2

3 福  岡 856 宮坂　奈々 ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 855 大塚　佳穂 ｵｵﾂｶ ｶﾎ 高3

860 越智早百合 ｵﾁ ｻﾕﾘ 高2
854 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 高3

4 東　京 281 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 278 三田村美乃 ﾐﾀﾑﾗ ﾖｼﾉ 高3

276 藪　　美涼 ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ 高3
275 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 高3

5 京　都 587 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 588 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 高2

589 熊本　　葵 ｸﾏﾓﾄ ｱｵｲ 高2
586 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 高3

6 宮  城 59 渡邊　　彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 高2
ﾐﾔｷﾞ 高校 63 小山　　薫 ｵﾔﾏ ｶｵﾙ 高1

58 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 高2
57 天野　美里 ｱﾏﾉ ﾐｻﾄ 高3

7 茨  城 127 出澤　美和 ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ 高2
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 128 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 高2

126 海老澤美月 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 高3
129 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 高1
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1 香　川 806 秋山ゆうこ ｱｷﾔﾏ ﾕｳｺ 高3

ｶｶﾞﾜ 高校 807 大西　迪瑠 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ 高3
805 筒井　真彩 ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ 高3
809 白川　有紗 ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ 高3

2 山　口 787 川崎　涼夏 ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ 高3
ﾔﾏｸﾞﾁ 高校 786 松永　　光 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋｶﾙ 高3

789 芦村　優奈 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ 高3
788 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ 高3

3 千　葉 236 渡辺　涼葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 237 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 高3

238 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 高3
239 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 高3

4 埼  玉 205 梶野　美優 ｶｼﾞﾉ ﾐﾕｳ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 204 関口　美咲 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高3

207 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 高3
208 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 高2

5 栃　木 139 齋藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 高3
ﾄﾁｷﾞ 高校 145 岸　　愛弓 ｷｼ ｱﾕﾐ 高2

140 薄井　結花 ｳｽｲ ﾕｶ 高3
142 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高2

6 静　岡 467 岡村　　瞳 ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 高1
ｼｽﾞｵｶ 高校 465 齊藤　千織 ｻｲﾄｳ ﾁｵﾘ 高2

466 城井　麻希 ｼﾛｲ ﾏｷ 高2
464 篠原　英恵 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅｴ 高2

7 山　形 84 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 86 難波　颯紀 ﾅﾝﾊﾞ ｻｷ 高2

83 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 高3
85 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 高3

8

Page: 3/3 Printing: 2014/09/14 8:57:27

山  形

加　盟

香  川

山  口

千  葉

埼  玉

栃  木

静  岡


