
第57回全国中学校水泳競技大会                      
                                                  
鴨池公園水泳プール                                

スタートリスト

競技No.  7 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組 中学記録  3:43.79
大会記録  3:56.23

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 さいたま木崎 120 亀井　涼子 ｶﾒｲ ﾘｮｳｺ 中2
ｻｲﾀﾏｷｻﾞｷ 中学 122 三浦　夕依 ﾐｳﾗ ﾕｲ 中2

119 解良　咲陽 ｹﾗ ﾏﾋﾙ 中3
121 中野　香澄 ﾅｶﾉ ｶｽﾐ 中2

2 さい大砂土 137 園部りのあ ｿﾉﾍﾞ ﾘﾉｱ 中1
ｵｵｻﾄﾁｭｳ 中学 136 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中2

135 藤城　朝佳 ﾌｼﾞｼﾛ ｱｻｶ 中2
134 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 中3

3 花園 230 清水亜梨沙 ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 中2
ﾊﾅｿﾞﾉ 中学 231 谷口　真尋 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 中2

228 山中みのり ﾔﾏﾅｶ ﾐﾉﾘ 中3
229 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中3

4 淑徳巣鴨 332 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 中2
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 中学 333 中島　安望 ﾅｶｼﾏ ｱﾐ 中2

334 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中1
335 阿部　　澪 ｱﾍﾞ ﾐｵ 中1

5 所沢 194 長谷部麻衣 ﾊｾﾍﾞ ﾏｲ 中2
ﾄｺﾛｻﾞﾜ 中学 192 伊藤　花夏 ｲﾄｳ ﾊﾅｶ 中3

191 大河内あかり ｵｵｺｳﾁ ｱｶﾘ 中3
193 中村　　瞳 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 中3

6 枚方市立第四 774 中村　舞羽 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲﾊ 中3
ﾋﾗｶﾀ4 中学 772 宮澤　優芽 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾒ 中3

775 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 中2
773 北村　瞳奈 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅ 中3

7 増位 807 津田　歩季 ﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 中3
ﾏｽｲ 中学 809 山﨑　彩花 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ 中2

811 宮前　幸奈 ﾐﾔﾏｴ ﾕｷﾅ 中1
810 津田怜央菜 ﾂﾀﾞ ﾚｵﾅ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 関西大学第一 747 吉井萌萌花 ﾖｼｲ ﾓﾓｶ 中1
ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 中学 745 中井　佳奈 ﾅｶｲ ｶﾅ 中3

748 坂井　未来 ｻｶｲ ﾐﾗｲ 中1
746 小杉　莉子 ｺｽｷﾞ ﾘｺ 中3

2 日野一 378 志村　二海 ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 中2
ﾋﾉ1 中学 377 米田ほのか ﾖﾈﾀﾞ ﾎﾉｶ 中3

379 恒石くるみ ﾂﾈｲｼ ｸﾙﾐ 中2
380 若山美々李 ﾜｶﾔﾏ ﾐﾐﾘ 中1

3 小金 251 鈴木　歩実 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 中2
ｺｶﾞﾈ 中学 252 井戸　　茜 ｲﾄﾞ ｱｶﾈ 中2

250 坂野　聖月 ﾊﾞﾝﾉ ﾐﾂﾞｷ 中2
249 北嶋帆乃佳 ｷﾀｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 中3

4 ルーテル 979 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 中3
ﾙｰﾃﾙ 中学 980 村上　佳澄 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾐ 中3

981 村田紗也香 ﾑﾗﾀ ｻﾔｶ 中3
983 木下　美咲 ｷﾉｼﾀ ﾐｻｷ 中1

5 日出 314 小原　天寧 ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ 中3
ﾋﾉﾃﾞﾁｭｳ 中学 316 服部　亜実 ﾊｯﾄﾘ ｱﾐ 中3

317 斉藤　李恋 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 中1
315 服部　　葵 ﾊｯﾄﾘ ｱｵｲ 中3

6 西中原 445 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 中2
ﾆｼﾅｶﾊﾗ 中学 441 山﨑　瞳子 ﾔﾏｻｷ ｱｲｺ 中3

444 杉山　　葵 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 中2
442 三本　明理 ﾐﾓﾄ ｱｶﾘ 中3

7 戸田市立戸田 170 小林　那緒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 中3
ﾄﾀﾞｼﾘﾂﾄﾀﾞ 中学 171 廣瀬　晶子 ﾋﾛｾ ｼｮｳｺ 中3

173 坂井　玲日 ｻｶｲ ﾚｲｶ 中1
172 植村　都琴 ｳｴﾑﾗ ﾐｺﾄ 中2

8 熊谷富士見 164 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 中2
ｸﾏｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 163 吉原　怜奈 ﾖｼﾊﾗ ﾚｲﾅ 中3

165 石坂　　虹 ｲｼｻﾞｶ ﾅﾅ 中1
166 北山愛優美 ｷﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 中1

9

Page: 2/4 Printing: 2017/08/17 14:02:06

埼  玉

埼  玉

加　盟

大  阪

東  京

千  葉

熊  本

東  京

神奈川



第57回全国中学校水泳競技大会                      
                                                  
鴨池公園水泳プール                                

スタートリスト

競技No.  7 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組 中学記録  3:43.79
大会記録  3:56.23

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 精華 686 佐古田百萌茄 ｻｺﾀﾞ ﾓﾓｶ 中3
ｾｲｶﾁｭｳ 中学 689 太田　美穂 ｵｵﾀ ﾐﾎ 中2

690 山本　佳澄 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾐ 中1
691 舩江　麻衣 ﾌﾅｴ ﾏｲ 中1

2 市川六 245 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中2
ｲﾁｶﾜﾛｸ 中学 246 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中1

244 岡田　遥奈 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 中2
243 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 中2

3 さいたま田島 131 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中1
ｻｲﾀﾏﾀｼﾞﾏ 中学 129 石山　小蒔 ｲｼﾔﾏ ｺﾏｷ 中2

130 細矢　愛美 ﾎｿﾔ ﾏﾅﾐ 中2
128 野口　瑛美 ﾉｸﾞﾁ ｴﾐ 中3

4 武蔵野 309 佐野　愛実 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 中3
ﾑｻｼﾉ 中学 312 松橋　麗華 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ 中2

311 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中2
310 前田　なな ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 中3

5 天理 844 川西　沙季 ｶﾜﾆｼ ｻｷ 中1
ﾃﾝﾘ 中学 841 細谷　笑里 ﾎｿﾀﾆ ｴﾐﾘ 中3

843 木村　碧海 ｷﾑﾗ ｱｵｲ 中2
842 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中3

6 昭和学院 220 鴇田　未来 ﾄｷﾀ ﾐｸ 中1
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 中学 219 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 中2

215 大川　麻尋 ｵｵｶﾜ ﾏﾋﾛ 中3
217 小久保琴音 ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ 中3

7 県立浜松西 596 山田　茅帆 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 中1
ﾊﾏﾆｼ 中学 592 山田　花帆 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 中3

593 小粥　彩加 ｵｶﾞｲ ｱﾔｶ 中3
594 吉野　遥陽 ﾖｼﾉ ﾊﾙﾋ 中2

8 さいたま土合 124 伊集院　綺 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｱﾔ 中2
ｻｲﾀﾏﾂﾁｱｲ 中学 125 千種　那月 ﾁｸﾞｻ ﾅﾂｷ 中2

123 坂野　七海 ｻｶﾉ ﾅﾂﾐ 中3
127 坂野　　碧 ｻｶﾉ ｱｵｲ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0

1 本山 830 松村　幸音 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾈ 中1
ﾓﾄﾔﾏ 中学 828 三木　怜奈 ﾐｷ ﾚｲﾅ 中3

827 松田　理沙 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ 中3
829 髙須賀美紅 ﾀｶｽｶ ﾐｸ 中2

2 邑楽 110 松田　　花 ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾅ 中3
ｵｳﾗ 中学 111 蒔田　理陽 ﾏｷﾀ ﾘｵﾝ 中2

108 川島　美憂 ｶﾜｼﾏ ﾐｳ 中3
109 関谷　彩花 ｾｷﾔ ｱﾔｶ 中3

3 瀬戸南山 638 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 中2
ｾﾄﾐﾅﾐﾔﾏ 中学 640 荻原　美晴 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾊﾙ 中1

639 村越はなね ﾑﾗｺｼ ﾊﾅﾈ 中1
636 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 中3

4 ふじみ野大井 199 相川　琴音 ｱｲｶﾜ ｺﾄﾈ 中3
ﾌｼﾞﾐﾉｵｵｲ 中学 202 武田　眞咲 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 中2

201 向江　千夏 ﾑｶｴ ﾁﾅﾂ 中2
204 岩崎七奈子 ｲﾜｻｷ ﾅﾅｺ 中1

5 松任 561 村上　真穂 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾎ 中3
ﾏｯﾄｳﾁｭｳ 中学 564 伏屋　結月 ﾌｾﾔ ﾕﾂﾞｷ 中2

566 中川　まお ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｵ 中1
562 安井　桃香 ﾔｽｲ ﾓﾓｶ 中3

6 勝山 885 谷口　葉奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ 中2
ｶﾂﾔﾏ 中学 887 樋口　康子 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽｺ 中2

884 大垣　雛乃 ｵｵｶﾞｷ ﾋﾅﾉ 中2
886 市　有優美 ｲﾁ ｱﾕﾐ 中2

7 長岡東北 517 永井　千晶 ﾅｶﾞｲ ﾁｱｷ 中2
ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎ 中学 518 山﨑ひなた ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 中2

520 澤山　千咲 ｻﾜﾔﾏ ﾁｻｷ 中2
516 藤巻　さら ﾌｼﾞﾏｷ ｻﾗ 中3

8 武庫川大附属 819 小川　桃香 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 中3
ﾑｺｶﾞﾜﾀﾞｲ 中学 820 大橋　鈴羅 ｵｵﾊｼ ﾚｲﾗ 中2

821 酒井　優真 ｻｶｲ ﾕﾏ 中2
818 足立　理音 ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ 中3
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