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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 明治大 390 神村万里恵 ｶﾐﾑﾗ ﾏﾘｴ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 396 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 大1

392 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 大3
391 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 大4

4 川崎医福大 1405 山中明日香 ﾔﾏﾅｶ ｱｽｶ 大4
ｶﾜｻｷｲﾌｸ 大学 1410 大澤　祐希 ｵｵｻﾜ ﾕｳｷ 大1

1407 有安　真澄 ｱﾘﾔｽ ﾏｽﾐ 大2
1409 秋山　歩巳 ｱｷﾔﾏ ｱﾕﾐ 大1

5 北海道大 1559 塘　　安奈 ﾄﾓ ｱﾝﾅ 大1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1560 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 大1

1554 坂田　里緒 ｻｶﾀ ﾘｵ 大1
1555 邵　　旻蓉 ｼｬｵ ﾐﾝﾖｳ 大3
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2組
0 弘前大 1567 三上亜沙美 ﾐｶﾐ ｱｻﾐ 大4

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学 1569 中村美智子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ 大2
1570 櫻庭　　碧 ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ 大1
1572 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 大1

1 広島大 1391 家頭　　慈 ﾔｶﾞｼﾗ ﾒｸﾞﾐ 大3
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1386 村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 大4

1387 高山　千絵 ｺｳﾔﾏ ﾁｴ 大3
1389 原　　美波 ﾊﾗ ﾐﾅﾐ 大4

2 拓殖大 315 朝長千恵子 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ 大1
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 314 千島　　晶 ﾁｼﾏ ｱｷﾗ 大2

311 塩谷　　綸 ｼｵﾔ ﾘﾝ 大3
310 武山　　茜 ﾀｹﾔﾏ ｱｶﾈ 大3

3 至学館大 889 櫻井　美希 ｻｸﾗｲ ﾐｷ 大1
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 890 伊藤　瑞季 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 大1

887 長岡　千聖 ﾅｶﾞｵｶ ﾁｻﾄ 大1
879 石川　舞花 ｲｼｶﾜ ﾏｲｶ 大4

4 東海学園大 1006 三上　果歩 ﾐｶﾐ ｶﾎ 大4
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 1011 井尻　　雅 ｲｼﾞﾘ ﾐﾔﾋﾞ 大3

1015 石川　佳依 ｲｼｶﾜ ﾖｼｴ 大2
1017 市川　瑛美 ｲﾁｶﾜ ｴﾐ 大1

5 福岡大 1444 田中　真央 ﾀﾅｶ ﾏｵ 大1
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1441 大塚　佳穂 ｵｵﾂｶ ｶﾎ 大2

1440 井上　奈苗 ｲﾉｳｴ ﾅﾅｴ 大2
1438 江郷　遥香 ｴｺﾞｳ ﾊﾙｶ 大3

6 愛知教育大 901 大内　優季 ｵｵｳﾁ ﾕｳｷ 大3
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 899 米倉　　薫 ﾖﾈｸﾗ ｶｵﾙ 大4

902 平岩　桃夏 ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ 大2
897 早川　由香 ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 大4

7 九州共立大 1516 大川　真由 ｵｵｶﾜ ﾏﾕ 大1
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1517 佐藤志帆子 ｻﾄｳ ｼﾎｺ 大1

1513 山本　玲那 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 大3
1512 白石　成美 ｼﾗｲｼ ﾅﾙﾐ 大4

8 香川大 1400 七條　　晶 ｼﾁｼﾞｮｳ ｱｷ 大3
ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 1401 秋山　和慧 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞｴ 大2

1402 梶　明日香 ｶｼﾞ ｱｽｶ 大1
1403 三好彩香理 ﾐﾖｼ ｱｶﾘ 大1
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3組
0 同志社大 1223 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 大3

ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1226 阿部　　渚 ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ 大1
1227 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 大1
1221 國廣　紀子 ｸﾆﾋﾛ ｷｺ 大4

1 天理大 1266 青木　琴子 ｱｵｷ ｺﾄｺ 大1
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1256 澁谷　芽実 ｼﾌﾞﾔ ﾒｲﾐ 大2

1263 杉原　優佳 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｶ 大1
1261 轟　明日香 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｽｶ 大1

2 大阪国際大 1336 川上　笑佳 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｶ 大1
ｵｵｻｶｺｸｻｲ 大学 1334 中嶋　眞子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺ 大2

1333 阿部　瑠花 ｱﾍﾞ ﾙｶ 大3
1332 天野祐梨菜 ｱﾏﾉ ﾕﾘﾅ 大4

3 立教大 356 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 346 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 大3

345 渡部　汐音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾈ 大3
343 片岡　采子 ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ 大4

4 日本体育大 123 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 133 石田　華子 ｲｼﾀﾞ ｶｺ 大2

122 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 大4
135 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大2

5 神奈川大 522 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 大2
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 513 黒岩　紗耶 ｸﾛｲﾜ ｻﾔ 大4

534 清田　栞那 ｷﾖﾀ ｶﾝﾅ 大1
515 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ 大3

6 筑波大 435 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 大2
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 440 岸　　愛弓 ｷｼ ｱﾕﾐ 大1

430 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大3
432 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 大2

7 関西大 1284 辻本　茉穂 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1282 小澤　美夏 ｵｻﾞﾜ ﾐｶ 大4

1285 今浦　知美 ｲﾏｳﾗ ﾄﾓﾐ 大3
1286 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 大3

8 国士舘大 279 大田原礼奈 ｵｵﾀﾜﾗ ｱﾔﾅ 大3
ｺｸｼｶﾝ 大学 273 岩瀬　葉月 ｲﾜｾ ﾊﾂﾞｷ 大4

295 佐々木優花 ｻｻｷ ﾕｳｶ 大1
294 伊賀崎ひかる ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ 大1

9 桐蔭横浜大 809 山本　知佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ 大2
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 806 布施谷　唯 ﾌｾﾔ ﾕｲ 大4

812 若狭向日葵 ﾜｶｻ ﾋﾏﾜﾘ 大1
807 眞野恵里奈 ﾏﾉ ｴﾘﾅ 大3
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4組
0 岡山大 1376 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 大2

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1370 岡田　真衣 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ 大4
1375 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 大2
1371 則正茉奈果 ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ 大4

1 青山学院大 456 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 大1
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 454 池　　言乃 ｲｹ ｺﾄﾉ 大2

451 堀江こゆき ﾎﾘｴ ｺﾕｷ 大2
452 野崎　美優 ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ 大3

2 日本女子体大 146 前田　美樹 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 大4
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 157 清水　春菜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 大4

159 齋藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 大3
158 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 大4

3 東海大 702 細野　光希 ﾎｿﾉ ﾐﾂｷ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 703 細越　　智 ﾎｿｺｼ ｻﾄﾘ 大4

710 奥山　瑞稀 ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大2
704 井上　真綾 ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ 大4

4 早稲田大 607 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 大3
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 610 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大2

601 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 大4
609 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 大2

5 法政大 55 白井早弥香 ｼﾗｲ ｻﾔｶ 大1
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 48 神宮司瀬里奈 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｾﾘｰ 大3

49 湯尻　和佳 ﾕｼﾞﾘ ﾜｶ 大2
43 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大4

6 山梨学院大 774 瀬下　茉利 ｾｼﾓ ﾏﾘ 大3
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 781 奥田　百香 ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｶ 大2

783 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 大1
780 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 大2

7 大阪教育大 1066 渡邊有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 大4
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1069 山本　映実 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ 大3

1072 中原　優希 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 大2
1073 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 大1

8 東北学院大 1537 酒井みなみ ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 大2
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1535 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 大4

1538 小野　聖実 ｵﾉ ｷﾖﾐ 大2
1539 三浦　梅香 ﾐｳﾗ ｳﾒｶ 大1

9 順天堂大 740 大場　　黎 ｵｵﾊﾞ ﾚｲ 大2
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 739 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 大2

738 佐藤　佳奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 大2
742 大久保侑央 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ 大1
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5組
0 新潟医福大 966 堀江　優希 ﾎﾘｴ ﾕｷ 大3

ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 970 松田　千咲 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻｷ 大2
969 望月　　恵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 大2
955 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 大4

1 近畿大 1185 中谷　朱里 ﾅｶﾀﾆ ｱｶﾘ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1180 橋本　智美 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 大3

1182 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 大2
1194 立花　沙奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ 大1

2 鹿屋体育大 1494 山口　藍李 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 大1
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1491 五十嵐陽美 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ 大1

1482 大黒　舞子 ｵｵｸﾛ ﾏｲｺ 大4
1488 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 大2

3 日本大 661 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 大1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 654 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ 大4

663 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 大1
656 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 大4

4 中京大 858 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 863 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 大2

865 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 大2
857 西早　　櫻 ﾆｼﾊﾔ ｻｸﾗ 大4

5 東洋大 575 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 大1
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 563 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 大4

562 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 大4
564 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 大3

6 専修大 475 鶴川　美帆 ﾂﾙｶﾜ ﾐﾎ 大4
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 481 服部　友香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 大3

479 田中　亜季 ﾀﾅｶ ｱｷ 大3
484 木澤理寿夢 ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ 大1

7 大阪体育大 1047 藤田紗矢香 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ 大2
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1052 田代　真子 ﾀｼﾛ ﾏｺ 大1

1041 松本　　悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 大4
1043 菅原　　碧 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 大4

8 武庫川女子大 1121 鎌田　憂希 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 大4
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 1128 和田奈伎紗 ﾜﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 大3

1136 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 大2
1116 濱田　　純 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 大4

9 慶應義塾大 218 小松　あい ｺﾏﾂ ｱｲ 大1
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 214 髙﨑　有紀 ﾀｶｻｷ ﾕｷ 大2

216 小島日佳里 ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 大1
210 福島多佳子 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｺ 大4
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