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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 八幡浜 8050 矢野　萌佳 ﾔﾉ ﾓｴｶ 高2
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 8048 岩本　　幸 ｲﾜﾓﾄ ｻﾁ 高2

8049 坂本　結虹 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾆ 高2
8047 井上　真依 ｲﾉｳｴ ﾏｲ 高3

3 北科大高 1011 花咲　夏海 ﾊﾅｻｷ ﾅﾂﾐ 高3
ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ 高校 1012 中川　実優 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 高3

1013 下重　彩乃 ｼﾓｼﾞｭｳ ｱﾔﾉ 高2
1014 佐藤　光虹 ｻﾄｳ ｺｺ 高1

4 大社 7016 井上はづき ｲﾉｳｴ ﾊﾂﾞｷ 高3
ﾀｲｼｬ H 高校 7017 高見　樹奈 ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾅ 高3

7018 種　　琴羽 ﾀﾈ ｺﾄﾊ 高1
7015 小村　　泉 ｵﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 高3

5 札幌大谷 1025 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀ 高校 1028 鈴木彩莉唯 ｽｽﾞｷ ｻﾘｲ 高2

1026 小野寺奈穂 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅﾎ 高3
1023 横山ゆうき ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 高3

6 市立函館 288 清水　寧々 ｼﾐｽﾞ ﾈﾈ 高3
ｼﾘﾂﾊｺﾀﾞﾃ 高校 1033 青木　萌花 ｱｵｷ ﾓｴｶ 高3

1035 大庭　　望 ｵｵﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ 高2
1034 安部明日香 ｱﾍﾞ ｱｽｶ 高3

7 高松桜井 8022 富野　櫻子 ﾄﾐﾉ ｻｸﾗｺ 高1
ﾀｶﾏﾂｻｸﾗｲ 高校 8021 小松　千紘 ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 高2

8020 藤井愛依里 ﾌｼﾞｲ ｱｲﾘ 高2
8019 七條　未来 ｼﾁｼﾞｮｳ ﾐｸ 高3

8

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 関大一 6058 稲本あゆ実 ｲﾅﾓﾄ ｱﾕﾐ 高3

ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 高校 6057 平田真依子 ﾋﾗﾀ ﾏｲｺ 高3
6056 小室　理渚 ｺﾑﾛ ﾘｻ 高3
6060 山本　真白 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ 高2

1 早稲田実業 3293 田中悠紀子 ﾀﾅｶ ﾕｷｺ 高3
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 3295 斎藤　千紘 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 高1

3294 相馬　奈々 ｿｳﾏ ﾅﾅ 高2
3292 常盤　怜以 ﾄｷﾜ ﾚｲ 高3

2 日大高 3399 水田　舞羽 ﾐｽﾞﾀ ﾏｲﾊ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 3401 中西　　希 ﾅｶﾆｼ ﾉｿﾞﾐ 高3

3403 山田　優花 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 高2
3400 大塚妃呂子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 高3

3 法政二 3426 林　かほり ﾊﾔｼ ｶﾎﾘ 高1
ﾎｳｾｲﾆ 高校 3428 佐藤　美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 高1

3427 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高1
3429 正能　愛里 ｼｮｳﾉｳ ｱｲﾘ 高1

4 市立尼崎 6180 森岡　未来 ﾓﾘｵｶ ﾐﾗｲ 高3
ICHIAMA 高校 6184 川江　琴乃 ｶﾜｴ ｺﾄﾉ 高2

6182 喜來　夏純 ｷﾗｲ ｶｽﾐ 高2
6181 奥山　綾子 ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ 高2

5 東大和南 3216 木谷りのか ｷﾔ ﾘﾉｶ 高2
ﾔﾏﾄﾐﾅﾐ 高校 3218 中尾実幹子 ﾅｶｵ ﾐｶｺ 高1

3217 牧野　愛夢 ﾏｷﾉ ｱﾑ 高1
3215 石川真有佳 ｲｼｶﾜ ﾏﾕｶ 高3

6 就実 7044 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 高1
ｼｭｳｼﾞﾂ 高校 7042 児玉早弥香 ｺﾀﾞﾏ ｻﾔｶ 高1

7040 太田　涼華 ｵｵﾀ ﾘｮｳｶ 高3
7043 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 高1

7 ルーテル学院 9118 小田芙美子 ｵﾀﾞ ﾌﾐｺ 高2
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 9119 林田　麗奈 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾚｲﾅ 高1

9116 水上　陽向 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾅﾀ 高3
9117 長塩　綾乃 ﾅｶﾞｼｵ ｱﾔﾉ 高2

8 城南静岡 5043 戸塚　　舞 ﾄﾂｶ ﾏｲ 高2
Jｼｽﾞｵｶ 高校 5042 大塚　栞里 ｵｵﾂｶ ｼｵﾘ 高3

5044 東　　夏子 ﾋｶﾞｼ ﾅﾂｺ 高2
5045 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 高1

9 佐賀商業 9059 廣橋　風佳 ﾋﾛﾊｼ ﾌｳｶ 高1
ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 9057 吉田　千紗 ﾖｼﾀﾞ ﾁｻ 高3

9058 平川　瑞菜 ﾋﾗｶﾜ ﾐｽﾞﾅ 高3
9056 古賀　杏奈 ｺｶﾞ ｱﾝﾅ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 東海大浦安 3202 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 高1

ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 3203 相田かおる ｱｲﾀﾞ ｶｵﾙ 高1
3204 青木　優利 ｱｵｷ ﾕｳﾘ 高1
3201 荻原　美紀 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾉﾘ 高1

1 新田 8073 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 高2
ﾆｯﾀ 高校 8074 戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 高1

8072 井尻　　環 ｲｼﾞﾘ ﾀﾏｷ 高3
8069 楠本　梨菜 ｸｽﾓﾄ ﾘﾅ 高3

2 関大北陽 6109 奥埜　咲楽 ｵｸﾉ ｻｸﾗ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 6111 佐藤　菜桜 ｻﾄｳ ﾅｵ 高1

6108 赤木　陽奈 ｱｶｷ ﾋﾅ 高2
6110 吉川　円香 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 高2

3 日大三島 5009 佐野　　渚 ｻﾉ ﾅｷﾞｻ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 5006 岡村　　瞳 ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 高3

5008 千葉　友絵 ﾁﾊﾞ ﾄﾓｴ 高3
5007 高橋　莉南 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 高3

4 日出 3349 高山　文香 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 高2
ﾋﾉﾃﾞ 高校 3352 髙栁　まい ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 高2

3347 奈良　梨花 ﾅﾗ ﾘｶ 高3
3345 永田　　百 ﾅｶﾞﾀ ﾓﾓ 高3

5 盛岡南 2030 立花　莉帆 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘﾎ 高2
ﾓﾘﾅﾝ 高校 2027 菊池　春咲 ｷｸﾁ ﾊﾙｻ 高3

2031 田中　沙羅 ﾀﾅｶ ｻﾗ 高1
2029 阿部ひまわり ｱﾍﾞ ﾋﾏﾜﾘ 高2

6 大体大浪商 6087 岡田実優里 ｵｶﾀﾞ ﾐﾕﾘ 高3
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 6084 野口比香莉 ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 高3

6090 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 高1
6086 三上　純心 ﾐｶﾐ ｱﾔﾐ 高3

7 桐蔭学園 3458 山田　　遥 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 3456 橋本　円希 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂｷ 高3

3457 水口　文那 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾌﾐﾅ 高3
3460 真田　侑奈 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾅ 高1

8 愛知淑徳 5065 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 高2
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 5067 新山　萌花 ﾆｲﾔﾏ ﾓｴｶ 高2

5068 福井くるみ ﾌｸｲ ｸﾙﾐ 高1
5064 斉尾　有彩 ｻｲｵ ｱﾘｻ 高3

9 中京大中京 5129 櫻井　莉子 ｻｸﾗｲ ﾘｺ 高1
CHUKYO 高校 5130 安藤　綾美 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ 高1

5126 武山　月美 ﾀｹﾔﾏ ﾂｷﾐ 高3
5128 田中　朱珠 ﾀﾅｶ ｼｭｼﾞｭ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 福岡大附若葉 9023 佐久本好野 ｻｸﾓﾄ ﾖｼﾉ 高1

ﾌｸﾀﾞｲﾜｶﾊ 高校 9021 藤﨑　聖香 ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｶ 高2
9022 坂田　菜摘 ｻｶﾀ ﾅﾂﾐ 高2
9017 川渕穂乃花 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾎﾉｶ 高3

1 花咲徳栄 3101 畝原　彩有 ｳﾈﾊﾗ ｱﾕ 高2
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 3105 野本ひかる ﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ 高1

3100 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 高2
3104 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 高1

2 東北 2096 伊藤　　鈴 ｲﾄｳ ｽｽﾞ 高1
ﾄｳﾎｸ 高校 2050 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ 高3

2049 山崎　純菜 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾅ 高3
2051 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 高2

3 八王子 3267 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 高2
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 3271 浅羽　　栞 ｱｻﾊﾞ ｼｵﾘ 高1

3272 川邉みなみ ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高1
3264 熊谷　笑里 ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ 高3

4 湘南工大附 3373 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 3381 丸山　果夏 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 高1

3374 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 高3
3380 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高1

5 須磨学園 6217 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高1
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 6212 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 高2

6214 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高1
6215 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高1

6 長岡大手 4043 田中　杏実 ﾀﾅｶ ｱﾐ 高1
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 4039 磯部　沙綾 ｲｿﾍﾞ ｻｱﾔ 高2

4041 原澤　珠緒 ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ 高1
4035 泉井　琴美 ﾜｸｲ ｺﾄﾐ 高2

7 秋田北 2054 鈴木菜奈子 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｺ 高3
ｱｷﾀｷﾀ 高校 2058 宮﨑　海乃 ﾐﾔｻﾞｷ ｳﾐﾉ 高1

2056 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 高2
2055 大和志桜里 ﾔﾏﾄ ｼｵﾘ 高3

8 武南 3135 金子　　葵 ｶﾈｺ ｱｵｲ 高1
ﾌﾞﾅﾝ 高校 3129 押田　華澄 ｵｼﾀﾞ ｶｽﾐ 高3

3130 春原　美翔 ｽﾉﾊﾗ ﾐｶ 高2
3132 山口　侑希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ 高2

9 藤村女子 3250 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高2
ﾌｼﾞﾑﾗ 高校 3252 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高1

3253 山﨑　千楠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ 高1
3251 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 中越 4072 田口　由亜 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｱ 高3

ﾁｭｳｴﾂ 高校 4073 永井絵莉華 ﾅｶﾞｲ ｴﾘｶ 高2
4071 五井　愛華 ｺﾞｲ ﾏﾅｶ 高3
4074 池田理奈子 ｲｹﾀﾞ ﾘﾅｺ 高2

1 太成学院大高 6145 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 高1
ﾀｲｾｲ 高校 145 小林　晴妃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾋ 高2

6136 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 高3
6141 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高2

2 市川学園 3165 寒河江奈央 ｻｶﾞｴ ﾅｵ 高3
ｲﾁｶﾜｶﾞｸ 高校 3167 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 高2

3168 森　　はな ﾓﾘ ﾊﾅ 高1
3166 松田　千怜 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻﾄ 高3

3 千葉商大付 3190 米田　玲央 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾏｵ 高2
SHODAI 高校 3193 仲嶋　澄香 ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐｶ 高1

3192 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 高1
3187 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高2

4 日大藤沢 3440 松本　　萌 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 3439 外山　優香 ﾄﾔﾏ ﾕｳｶ 高2

3444 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高1
3435 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高3

5 春日部共栄 3088 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 高1
ｷｮｳｴｲ 高校 3087 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高1

3084 塩入　涼葉 ｼｵｲﾘ ｽｽﾞﾊ 高2
3086 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 高2

6 武蔵野 3286 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 高1
ﾑｻｼﾉ 高校 3280 斉藤　亜未 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 高2

3284 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 高1
3282 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 高2

7 愛み大瑞穂 5080 千明　楓花 ﾁｷﾞﾗ ﾌｳｶ 高2
MIZUHO 高校 5081 西川　香澄 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾐ 高2

5077 西垣　茉耶 ﾆｼｶﾞｷ ﾏﾔ 高3
5075 小﨑　絵莉 ｺｻﾞｷ ｴﾘ 高3

8 九産大附九州 9013 大友　優里 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾘ 高2
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 9011 熊本　佳奈 ｸﾏﾓﾄ ｶﾅ 高3

9012 吉田　久乃 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾉ 高2
9014 義経奈津美 ﾖｼﾂﾈ ﾅﾂﾐ 高1

9 鹿児島情報 9088 石田　実梨 ｲｼﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高3
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 9090 三宅　珠生 ﾐﾔｹ ﾀﾏｷ 高2

210 駒水　歩未 ｺﾏﾐｽﾞ ｱﾕﾐ 高2
9091 仮屋　美邑 ｶﾘﾔ ﾐｻﾄ 高1
Page: 5/6 Printing: 2016/08/19 13:34:09

神奈川

埼  玉

東  京

愛  知

福  岡

鹿児島

新  潟

大  阪

千  葉

千  葉

加　盟
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 米子北 7011 鶴田　真美 ﾂﾙﾀﾞ ﾏﾐ 高2

ﾖﾅｺﾞｷﾀ 高校 7008 落部緋菜子 ｵﾁﾍﾞ ﾋﾅｺ 高3
7012 塩澤　穂香 ｼｵｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 高1
7009 友定　菜々 ﾄﾓｻﾀﾞ ﾅﾅ 高3

1 京都外大西 6042 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高1
KGN 高校 6035 畑田　未来 ﾊﾀﾀﾞ ﾐｸ 高3

6038 三曵　　光 ﾐﾂﾋﾞｷ ﾋｶﾘ 高3
6037 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 高3

2 昭和学院 3175 佐藤　玲奈 ｻﾄｳ ﾚﾅ 高2
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 高校 3174 高梨　汐音 ﾀｶﾅｼ ｼｵﾈ 高3

3176 徳永　美緒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｵ 高2
3177 辻内　佳穂 ﾂｼﾞｳﾁ ｶﾎ 高2

3 椙山女学園 5085 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高2
SUGIYAMA 高校 5082 渕上　杏佳 ﾌﾁｶﾞﾐ ｷｮｳｶ 高3

5089 鶴見奈七美 ﾂﾙﾐ ﾅﾅﾐ 高1
5083 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 高3

4 淑徳巣鴨 3322 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 3324 富岡　茉純 ﾄﾐｵｶ ﾏｽﾐ 高3

3328 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 高2
3330 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 高1

5 豊川 5168 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 高2
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 9810 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高1

5170 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 高2
5175 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高1

6 近畿大附 6164 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高1
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 6161 松岡　紗羅 ﾏﾂｵｶ ｻﾗ 高3

6165 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高1
6162 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高3

7 磐田農業 5059 松浦　可苗 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅｴ 高3
ｲﾜﾉｳ 高校 5061 水野　美鈴 ﾐｽﾞﾉ ﾐｽｽﾞ 高1

5060 高山　菜月 ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾞｷ 高2
5058 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 高3

8 日本文理 4060 渡辺　美南 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高3
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 4061 河治菜々子 ｶﾜｼﾞ ﾅﾅｺ 高3

4059 金子菜津希 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 高3
4058 金子美紗希 ｶﾈｺ ﾐｻｷ 高3

9 共愛学園 3045 松村美弥妃 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 高3
ｷｮｳｱｲ 高校 3047 大塚　菜央 ｵｵﾂｶ ﾅｵ 高3

3048 加藤　紫世 ｶﾄｳ ｼﾉ 高2
3049 植木優唯奈 ｳｴｷ ﾕｲﾅ 高2
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静  岡

新  潟
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鳥  取

京  都

千  葉

愛  知

東  京

愛  知


