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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 長岡東北 1711 永井　千晶 ﾅｶﾞｲ ﾁｱｷ 中1
ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎ 中学 1708 西山　未来 ﾆｼﾔﾏ ﾐｸ 中3

1713 澤山　千咲 ｻﾜﾔﾏ ﾁｻｷ 中1
1710 藤巻　さら ﾌｼﾞﾏｷ ｻﾗ 中2

2 観音寺中部 3614 牧野　桜子 ﾏｷﾉ ｻｸﾗｺ 中1
ｶﾝｵﾝｼﾞﾁｭｳﾌﾞ 中学 3613 山下　理子 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 中1

3610 藤田　悠里 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾘ 中3
3611 好川あゆみ ﾖｼｶﾜ ｱﾕﾐ 中3

3 天理 2901 八ツ本実柚 ﾔﾂﾓﾄ ﾐﾕ 中3
ﾃﾝﾘ 中学 2903 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中2

2902 細谷　笑里 ﾎｿﾀﾆ ｴﾐﾘ 中2
2904 木村　碧海 ｷﾑﾗ ｱｵｲ 中1

4 昭和学院 1202 小久保琴音 ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ 中2
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 中学 1201 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 中3

1203 中野　日和 ﾅｶﾉ ﾋﾖﾘ 中2
1204 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 中1

5 ふじみ野大井 5010 相川　琴音 ｱｲｶﾜ ｺﾄﾈ 中2
ﾌｼﾞﾐﾉｵｵｲ 中学 5013 武田　眞咲 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 中1

5011 黛　　佑夏 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾕｳｶ 中2
5012 向江　千夏 ﾑｶｴ ﾁﾅﾂ 中1

6 川口上青木 1144 筏井　香乃 ｲｶﾀﾞｲ ｶﾉ 中2
ｶﾜｸﾞﾁｶﾐｱｵｷ 中学 1142 松本　莉咲 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｻｷ 中3

1143 島田　芽苑 ｼﾏﾀﾞ ﾒﾉﾝ 中2
1141 佐久間亜未 ｻｸﾏ ｱﾐ 中3

7 さいたま木崎 1111 高瀬　　陽 ﾀｶｾ ﾋﾅﾀ 中3
ｻｲﾀﾏｷｻﾞｷ 中学 1113 中野　香澄 ﾅｶﾉ ｶｽﾐ 中1

1112 亀井　涼子 ｶﾒｲ ﾘｮｳｺ 中1
1110 藤田美華湖 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾅｺ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
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2組
0 東松山東 5017 髙井麻里衣 ﾀｶｲ ﾏﾘｲ 中1

ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏﾋｶﾞｼ 中学 5018 野澤　優意 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｲ 中1
5015 林　　結月 ﾊﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 中3
5016 髙井美莉衣 ﾀｶｲ ﾐﾘｲ 中3

1 淑徳巣鴨 1327 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 中3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 1326 舟久保七海 ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 中3

1328 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 中1
1390 中島　安望 ﾅｶｼﾏ ｱﾐ 中1

2 鹿本 1356 岩屋　夏音 ｲﾜﾔ ﾅﾂﾈ 中3
ｼｶﾓﾄ 中学 1359 石田　結愛 ｲｼﾀﾞ ﾕｱ 中1

1358 三浦　亜依 ﾐｳﾗ ｱｲ 中2
1360 堀　　夏葉 ﾎﾘ ﾅﾂﾊ 中1

3 勝山 3314 谷口　葉奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ 中1
ｶﾂﾔﾏ 中学 3316 樋口　康子 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽｺ 中1

3313 大垣　雛乃 ｵｵｶﾞｷ ﾋﾅﾉ 中1
3315 市　有優美 ｲﾁ ｱﾕﾐ 中1

4 日置荘 2735 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 中3
ﾋｷｼｮｳ 中学 2736 小野　冴幸 ｵﾉ ｻﾕｷ 中3

2737 嶽下　蘭子 ﾀｹｼﾀ ﾗﾝｺ 中2
2734 西牟田茉鈴 ﾆｼﾑﾀ ﾏﾘﾝ 中3

5 松任 1902 村上　真穂 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾎ 中2
ﾏｯﾄｳ 中学 1904 伏屋　結月 ﾌｾﾔ ﾕﾂﾞｷ 中1

1905 長戸　未羽 ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ 中1
1903 安井　桃香 ﾔｽｲ ﾓﾓｶ 中2

6 枚方第三 2723 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 中3
ﾋﾗｶﾀﾀﾞｲｻﾝ 中学 2722 木本緋奈乃 ｷﾓﾄ ﾋﾅﾉ 中3

2721 大林向日葵 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ 中3
2720 北村　寿来 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾗ 中3

7 日野第一 1374 志村　一沙 ｼﾑﾗ ｶｽﾞｻ 中3
ﾋﾉﾀﾞｲｲﾁ 中学 1376 志村　二海 ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 中1

1375 米田ほのか ﾖﾈﾀﾞ ﾎﾉｶ 中2
1373 河合　　彩 ｶﾜｲ ｱﾔﾉ 中3

8 北上 308 及川　羽藍 ｵｲｶﾜ ｳﾗﾝ 中3
ｷﾀｶﾐ 中学 310 小野寺七蘭 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅﾅｶ 中2

307 戸草内里奈 ﾄｸｻﾅｲ ﾘﾅ 中3
309 佐々木咲耶 ｻｻｷ ｻﾔ 中2

9 山鹿 4302 西田　清乃 ﾆｼﾀﾞ ｷﾖﾉ 中3
ﾔﾏｶﾞ 中学 4318 佐藤　香波 ｻﾄｳ ｺﾅﾐ 中3

4319 渡邉　茉衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 中2
4320 古家　　純 ﾌﾙｲｴ ｲﾄ 中2
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3組
0 川崎宮崎 1450 早川さくら ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 中1

ｶﾜｻｷﾐﾔｻﾞｷ 中学 1447 篠田　沙彩 ｼﾉﾀﾞ ｻｱﾔ 中3
1448 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 中3
1449 岩見　彩音 ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 中2

1 岡山操山 3306 寺坂　千英 ﾃﾗｻｶ ﾁﾊﾅ 中1
ｵｶﾔﾏｿｳｻﾞﾝ 中学 3307 栗原　　望 ｸﾘﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 中1

3304 苔口　陽香 ｺｹｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 中3
3305 寺坂　優里 ﾃﾗｻｶ ﾕｳﾘ 中3

2 さい大砂土 1127 中村　天音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 中3
ｻｲｵｵｻﾄ 中学 1130 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中1

1128 高橋　　慧 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 中3
1129 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 中2

3 横浜港南 1412 工藤　響子 ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｺ 中3
ﾖｺﾊﾏｺｳﾅﾝ 中学 1414 須田　彩叶 ｽﾀﾞ ｻﾔｶ 中1

1413 下里真依子 ｼﾓｻﾞﾄ ﾏｲｺ 中3
1476 徳弘　祐季 ﾄｸﾋﾛ ﾕｳｷ 中1

4 日出 1315 小原　天寧 ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ 中2
ﾋﾉﾃﾞ 中学 1316 服部　　葵 ﾊｯﾄﾘ ｱｵｲ 中2

1318 服部　亜実 ﾊｯﾄﾘ ｱﾐ 中2
1314 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 中3

5 北本 5001 安藤　舞佳 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｲｶ 中3
ｷﾀﾓﾄ 中学 5004 富岡　瑠々 ﾄﾐｵｶ ﾙﾙ 中2

5002 長谷川怜音 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲﾈ 中3
5003 佐瀬　早紀 ｻｾ ｻｷ 中2

6 春日部大増 1159 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 中3
ｶｽｶﾍﾞｵｵﾏ 中学 1158 谷口　紗英 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｴ 中3

1161 谷口　莉望 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾉ 中1
1160 成田　志穂 ﾅﾘﾀ ｼﾎ 中1

7 長丘 4011 吉田　史佳 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｶ 中3
ﾅｶﾞｵｶ 中学 4009 木村　茉琴 ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ 中3

4012 高原　彩花 ﾀｶﾊﾗ ｻﾔｶ 中2
4010 吉田　朝美 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾐ 中3

8 御幸山 2221 清水菜々香 ｼﾐｽﾞ ﾅﾅｶ 中3
ﾐﾕｷﾔﾏ 中学 2220 神野　もも ｼﾞﾝﾉ ﾓﾓ 中3

2222 加藤　唯菜 ｶﾄｳ ﾕｲﾅ 中2
2223 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 中2

9 湖西鷲津 2107 城井　貴布 ｼﾛｲ ｷﾎ 中3
ｺｾｲﾜｼﾂﾞ 中学 2108 尾崎日奈梨 ｵｻﾞｷ ﾋﾅﾘ 中3

2110 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 中1
2109 野中　咲歩 ﾉﾅｶ ｻﾎ 中2
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4組
0 浜岳 6002 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 中2

ﾊﾏﾀｹ 中学 6001 石田恵理香 ｲｼﾀﾞ ｴﾘｶ 中3
6003 岩原和可納 ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ 中1
6004 遠藤　和夏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 中1

1 武蔵野 7013 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中1
ﾑｻｼﾉ 中学 7012 前田　なな ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 中2

7014 松橋　麗華 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ 中1
7011 佐野　愛実 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 中2

2 谷本 1432 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 中3
ﾔﾓﾄ 中学 1430 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 中3

1433 加藤菜乃香 ｶﾄｳ ﾅﾉｶ 中2
1431 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 中3

3 瀬戸南山 2255 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 中1
ｾﾄﾐﾅﾐﾔﾏ 中学 2254 高木　佳歩 ﾀｶｷﾞ ｶﾎ 中2

2253 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 中2
2252 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 中3

4 松江湖南 3202 石飛　咲良 ｲｼﾄﾋﾞ ｻｸﾗ 中3
ﾏﾂｴｺﾅﾝ 中学 3205 菅田　玲亜 ｽｶﾞﾀ ﾚｱ 中3

3204 北村　静葉 ｷﾀﾑﾗ ｼｽﾞﾊ 中3
3203 吉田　愛美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中3

5 ルーテル学院 4305 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 中2
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 中学 4306 村上　佳澄 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾐ 中2

4307 村田紗也香 ﾑﾗﾀ ｻﾔｶ 中2
4304 古木　遥香 ﾌﾙｷ ﾊﾙｶ 中3

6 千葉花園 1211 清水亜梨沙 ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 中1
ﾁﾊﾞﾊﾅｿﾞﾉ 中学 1207 竹中　夏都 ﾀｹﾅｶ ﾅﾂ 中3

1210 尾脇　美音 ｵﾜｷ ﾊﾙﾄ 中2
1209 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中2

7 寝屋川友呂岐 2725 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 中3
ﾈﾔｶﾞﾜﾄﾓﾛｷﾞ 中学 2726 濱野　桃羽 ﾊﾏﾉ ﾓﾓﾊ 中2

2728 江川　綾美 ｴｶﾞﾜ ｱﾔﾐ 中1
2727 山村　莉子 ﾔﾏﾑﾗ ﾘｺ 中2

8 愛知淑徳 2204 鈴木　結理 ｽｽﾞｷ ﾕﾘ 中2
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 中学 2203 中村　　芽 ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 中3

2202 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 中3
2205 鈴木　美帆 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 中2

9 所沢 5006 伊藤　花夏 ｲﾄｳ ﾊﾅｶ 中2
ﾄｺﾛｻﾞﾜ 中学 5005 長谷川梨々子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾘｺ 中2

5007 中村　　瞳 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 中2
5008 長谷部麻衣 ﾊｾﾍﾞ ﾏｲ 中1
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