
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.  9 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   4組 中学記録  4:04.11
大会記録  4:13.32

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 深川三 301 松井　桜子 ﾏﾂｲ ｻｸﾗｺ 中1
ﾌｶｶﾞﾜ3 中学 298 主藤　未帆 ｼｭﾄｳ ﾐﾎ 中3

302 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中1
300 有川　萌結 ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ 中1

2 花園 232 石井　裕芽 ｲｼｲ ﾕﾒ 中2
ﾊﾅｿﾞﾉ 中学 231 谷口　真尋 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 中2

230 清水亜梨沙 ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 中2
229 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中3

3 日野一 379 恒石くるみ ﾂﾈｲｼ ｸﾙﾐ 中2
ﾋﾉ1 中学 380 若山美々李 ﾜｶﾔﾏ ﾐﾐﾘ 中1

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

4 市川六 244 岡田　遥奈 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 中2
ｲﾁｶﾜﾛｸ 中学 246 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中1

243 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 中2
245 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中2

5 土佐女子 924 梅原　千鈴 ｳﾒﾊﾞﾗ ｾﾝﾘ 中3
ﾄｻｼﾞｮｼﾁｭ 中学 925 山中　千聖 ﾔﾏﾅｶ ﾁｻﾄ 中2

922 博田ゆいな ﾊｶﾀ ﾕｲﾅ 中3
923 西山千梨夏 ﾆｼﾔﾏ ｾﾘｶ 中3

6 郡山第五 59 安達　　光 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾘ 中3
ｺｵﾘﾔﾏ5 中学 60 菅家　綾美 ｶﾝｹ ｱﾔﾐ 中3

63 山田　琉愛 ﾔﾏﾀﾞ ﾙﾅ 中3
64 菅家　成美 ｶﾝｹ ﾅﾙﾐ 中1

7 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
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 介良 928 佐古田彩里 ｻｺﾀﾞ ﾋｶﾘ 中2
ｹﾗ 中学 926 秋森　叶羽 ｱｷﾓﾘ ﾄﾜ 中2

927 前野　希和 ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ 中2
929 吉本　涼風 ﾖｼﾓﾄ ｽｽﾞｶ 中1

2 武庫川大附属 816 大竹　そら ｵｵﾀｹ ｿﾗ 中3
ﾑｺｶﾞﾜﾀﾞｲ 中学 818 足立　理音 ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ 中3

817 中逵　綾乃 ﾅｶﾂｼﾞ ｱﾔﾉ 中3
819 小川　桃香 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 中3

3 西中原 442 三本　明理 ﾐﾓﾄ ｱｶﾘ 中3
ﾆｼﾅｶﾊﾗ 中学 445 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 中2

447 四宮　楓花 ｼﾉﾐﾔ ﾌｳｶ 中2
441 山﨑　瞳子 ﾔﾏｻｷ ｱｲｺ 中3

4 ルーテル 982 山本　珠鈴 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽｽﾞ 中3
ﾙｰﾃﾙ 中学 979 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 中3

981 村田紗也香 ﾑﾗﾀ ｻﾔｶ 中3
980 村上　佳澄 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾐ 中3

5 鹿本 359 三浦　亜依 ﾐｳﾗ ｱｲ 中3
ｼｶﾓﾄ 中学 361 堀　　夏葉 ﾎﾘ ﾅﾂﾊ 中2

362 山本　優夢 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 中1
360 石田　結愛 ｲｼﾀﾞ ﾕｱ 中2

6 松任 563 山田　美璃 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾘ 中2
ﾏｯﾄｳﾁｭｳ 中学 564 伏屋　結月 ﾌｾﾔ ﾕﾂﾞｷ 中2

561 村上　真穂 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾎ 中3
562 安井　桃香 ﾔｽｲ ﾓﾓｶ 中3

7 長岡東北 518 山﨑ひなた ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 中2
ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎ 中学 516 藤巻　さら ﾌｼﾞﾏｷ ｻﾗ 中3

520 澤山　千咲 ｻﾜﾔﾏ ﾁｻｷ 中2
517 永井　千晶 ﾅｶﾞｲ ﾁｱｷ 中2

8 東松山東 205 髙井麻里衣 ﾀｶｲ ﾏﾘｲ 中2
ﾏﾂﾔﾏﾋｶﾞｼ 中学 208 西岡　茉優 ﾆｼｵｶ ﾏﾕ 中2

207 竹原　蘭乃 ﾀｹﾊﾗ ｶﾉ 中2
206 野澤　優意 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｲ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 富山北部 552 井口　朋香 ｲｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 中2
ﾄﾔﾏﾎｸﾌﾞ 中学 555 江野本美優 ｴﾉﾓﾄ ﾐﾕ 中2

556 山川　陽菜 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾅ 中1
553 伊東和佳乃 ｲﾄｳ ﾜｶﾉ 中2

2 東香里 782 横畑さくら ﾖｺﾊﾀ ｻｸﾗ 中1
ﾋｶﾞｼｺｳﾘ 中学 778 紫竹　愛華 ｼﾁｸ ｱｲｶ 中3

779 松本　祐夏 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 中3
783 筒井　陽香 ﾂﾂｲ ﾊﾙｶ 中1

3 熊谷富士見 166 北山愛優美 ｷﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 中1
ｸﾏｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 165 石坂　　虹 ｲｼｻﾞｶ ﾅﾅ 中1

163 吉原　怜奈 ﾖｼﾊﾗ ﾚｲﾅ 中3
164 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 中2

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

5 八代二 989 上野　琴音 ｳｴﾉ ｺﾄﾈ 中2
ﾔﾂｼﾛﾆﾁｭｳ 中学 987 谷口　春華 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 中3

988 長森　花楓 ﾅｶﾞﾓﾘ ｶｴﾃﾞ 中3
990 長森　流楓 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾙｶ 中1

6 富山東部 547 河野　琉花 ｶﾜﾉ ﾙｶ 中2
ﾄﾔﾏﾄｳﾌﾞ 中学 546 川縁　　茜 ｶﾜﾍﾞﾘ ｱｶﾈ 中2

549 岩澤　　愛 ｲﾜｻﾞﾜ ｱｲ 中2
548 仲井　美玖 ﾅｶｲ ﾐｸ 中2

7 岡山操山 872 栗原　　望 ｸﾘﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 中2
ｹﾝｿｳｻﾞﾝ 中学 873 岡信　結奈 ｵｶﾉﾌﾞ ﾕｲﾅ 中1

874 米岡　輝乃 ﾖﾈｵｶ ｷﾉ 中1
871 寺坂　千英 ﾃﾗｻｶ ﾁﾊﾅ 中2

8 県立浜松西 592 山田　花帆 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 中3
ﾊﾏﾆｼ 中学 595 神谷　真生 ｶﾐﾔ ﾏｵ 中2

593 小粥　彩加 ｵｶﾞｲ ｱﾔｶ 中3
596 山田　茅帆 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 中1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0

1 あかね台 427 和田　茅枝 ﾜﾀﾞ ﾁｼﾅ 中1
ｱｶﾈﾀﾞｲ 中学 426 金子　玲奈 ｶﾈｺ ﾚｲﾅ 中2

425 中濵　美緒 ﾅｶﾊﾏ ﾐｵ 中3
424 芳岡　　柚 ﾖｼｵｶ ﾕｽﾞ 中3

2 枚方市立第四 775 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 中2
ﾋﾗｶﾀ4 中学 773 北村　瞳奈 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅ 中3

776 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 中1
774 中村　舞羽 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲﾊ 中3

3 三郷早稲田 156 井上　結葉 ｲﾉｳｴ ﾕｲﾊ 中2
ﾐｻﾄﾜｾﾀﾞ 中学 155 須合さゆり ｽｺﾞｳ ｻﾕﾘ 中2

157 坪　　桃子 ﾂﾎﾞ ﾓﾓｺ 中2
158 神谷　茉那 ｶﾐﾔ ﾏﾅ 中1

4 武蔵野 308 鳥飼　佳那 ﾄﾘｶﾞｲ ｶﾅ 中3
ﾑｻｼﾉ 中学 310 前田　なな ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 中3

313 川井　玲乃 ｶﾜｲ ﾚﾉ 中1
312 松橋　麗華 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ 中2

5 淑徳巣鴨 337 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 中1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 中学 334 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中1

336 今野　遥陽 ｺﾝﾉ ﾊﾙﾋ 中1
332 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 中2

6 所沢 193 中村　　瞳 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 中3
ﾄｺﾛｻﾞﾜ 中学 191 大河内あかり ｵｵｺｳﾁ ｱｶﾘ 中3

195 長谷川菜々子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅｺ 中1
194 長谷部麻衣 ﾊｾﾍﾞ ﾏｲ 中2

7 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 318 古舘　葵瑚 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｱｺ 中1

315 服部　　葵 ﾊｯﾄﾘ ｱｵｲ 中3
316 服部　亜実 ﾊｯﾄﾘ ｱﾐ 中3

8 ふじみ野大井 203 川﨑帆乃果 ｶﾜｻｷ ﾎﾉｶ 中1
ﾌｼﾞﾐﾉｵｵｲ 中学 200 黛　　佑夏 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾕｳｶ 中3

202 武田　眞咲 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 中2
199 相川　琴音 ｱｲｶﾜ ｺﾄﾈ 中3
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