
スタートリスト アクアパレットまつやま特設プール

競技No.  0 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組
無差別              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 島　根 719 吉田　愛美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ 高1
ｼﾏﾈ 717 藤原　倫来 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘﾝｸ 高1

720 荊尾　　華 ｶﾀﾗｵ ﾊﾅ 中3
718 石飛　咲良 ｲｼﾄﾋﾞ ｻｸﾗ 高1

3 香　川 800 荻田　朱理 ｵｷﾞﾀ ｱｶﾘ 高1
ｶｶﾞﾜ 802 高橋美沙姫 ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ 中3

801 大高八重子 ｵｵﾀｶ ﾔｴｺ 中3
799 伊丹　千晴 ｲﾀﾐ ﾁﾊﾙ 高1

4 山　梨 323 伊東亜依海 ｲﾄｳ ｱｲﾐ 中3
ﾔﾏﾅｼ 319 志村　里奈 ｼﾑﾗ ﾘﾅ 高1

320 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高1
324 家登美櫻子 ｶﾄ ﾐｵｺ 中3

5 青　森 31 阿部なつき ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 高1
ｱｵﾓﾘ 34 杉山　樺音 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ 中3

32 菅原　陽葵 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾏﾜﾘ 高1
30 澁谷　夏未 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅﾂﾐ 高1

6 岩  手 52 及川　羽藍 ｵｲｶﾜ ｳﾗﾝ 高1
ｲﾜﾃ 49 千葉　美南 ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ 高1

53 山崎　桃子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中3
51 東條　真奈 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏﾅ 高1

7 高  知 1064 松木　琴美 ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ 高1
ｺｳﾁ 1065 谷脇ことみ ﾀﾆﾜｷ ｺﾄﾐ 高1

1067 梅原　千鈴 ｳﾒﾊﾞﾗ ｾﾝﾘ 中3
1066 西山千梨夏 ﾆｼﾔﾏ ｾﾘｶ 中3
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スタートリスト アクアパレットまつやま特設プール

競技No.  0 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組
無差別              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 茨  城 142 坂本　美心 ｻｶﾓﾄ ﾐｺ 中3

ｲﾊﾞﾗｷ 141 菅谷　　夢 ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ 高1
143 小野　舞夏 ｵﾉ ﾏｲｶ 中3
140 久保田真帆 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾎ 高1

1 愛　媛 826 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 高3
ｴﾋﾒ 高校 829 石丸　帆夏 ｲｼﾏﾙ ﾎﾉｶ 高2

830 岩間　薫乃 ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ 高2
827 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 高3

2 京　都 562 小島　早織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 566 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高2

565 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 高2
564 田崎　成実 ﾀｻｷ ﾅﾙﾐ 高3

3 埼  玉 210 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 217 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高1

215 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高2
209 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 高3

4 愛　知 482 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高2
ｱｲﾁ 高校 477 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 高3

476 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高3
479 野呂　優花 ﾉﾛ ﾕｳｶ 高3

5 千　葉 1023 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 高2
ﾁﾊﾞ 高校 1022 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 高2

1024 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 高2
1020 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高3

6 奈  良 677 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中3
ﾅﾗ 673 河田　萌花 ｶﾜﾀ ﾎﾉｶ 高1

674 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 中3
676 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中3

7 愛　知 485 竹内　　碧 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 高1
ｱｲﾁ 483 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高1

487 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 中3
486 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 高1

8 静　岡 447 中村菜々穂 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ 中3
ｼｽﾞｵｶ 442 加藤　杏樹 ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 高1

445 大池　瑞姫 ｵｵｲｹ ﾐｽﾞｷ 中3
446 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 中3

9 三　重 501 廣下　菜月 ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ 中3
ﾐｴ 500 伊藤　香乃 ｲﾄｳ ｶﾉ 高1

502 小井　香乃 ｲｻﾗｲ ｶﾉ 中3
499 伊藤　百花 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 高1
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競技No.  0 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組
無差別              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 福  岡 868 渡辺　三空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 高1

ﾌｸｵｶ 871 田山　茅咲 ﾀﾔﾏ ﾁｻｷ 中3
869 畑田真奈穂 ﾊﾀﾀﾞ ﾏﾅﾎ 中3
870 野口　美穂 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾎ 中3

1 岩  手 50 中島千咲代 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾖ 高1
ｲﾜﾃ 高校 46 千葉すみれ ﾁﾊﾞ ｽﾐﾚ 高2

48 森　　巴泉 ﾓﾘ ﾊｽﾞﾐ 高2
45 阿部ひまわり ｱﾍﾞ ﾋﾏﾜﾘ 高3

2 岡　山 741 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 高2
ｵｶﾔﾏ 高校 737 桂　実津季 ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ 高3

740 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 高2
738 岩堀　愛満 ｲﾜﾎﾘ ﾏﾅﾐ 高3

3 埼  玉 222 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 中3
ｻｲﾀﾏ 218 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 高1

223 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 中3
219 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 高1

4 神奈川 291 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 295 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高2

300 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高1
294 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高2

5 大　阪 605 山本　真白 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ 高3
ｵｵｻｶ 高校 606 吉川　円香 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 高3

604 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高3
607 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高2

6 静　岡 441 渡邊　真衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 高1
ｼｽﾞｵｶ 高校 438 今村　涼花 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ 高2

437 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 高3
440 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 高2

7 熊　本 907 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 中3
ｸﾏﾓﾄ 910 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 中3

906 古木　遥香 ﾌﾙｷ ﾊﾙｶ 高1
908 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 中3

8 福  岡 861 荒木　涼那 ｱﾗｷ ｽｽﾞﾅ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 863 長濵　郁花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾌﾐｶ 高3

860 吉田　久乃 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾉ 高3
864 岡田　　慶 ｵｶﾀﾞ ｹｲ 高2

9 岐　阜 513 岩井　芽依 ｲﾜｲ ﾒｲ 高1
ｷﾞﾌ 高校 515 山田　妃音 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｵﾝ 高1

514 戸田はるか ﾄﾀﾞ ﾊﾙｶ 高1
512 山岡　ケイ ﾔﾏｵｶ ｹｲ 高1
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スタートリスト アクアパレットまつやま特設プール

競技No.  0 女子   4x100m   フリーリレー   予選   4組
無差別              

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 千　葉 1026 青島那有姫 ｱｵｼﾏ ﾅﾕｷ 高1

ﾁﾊﾞ 1025 松村　多恵 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ 高1
1031 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 中3
1030 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中3

1 石　川 395 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 高3
ｲｼｶﾜ 高校 393 深田実乃里 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高3

396 河岸　凜子 ｶﾜｷﾞｼ ﾘﾝｺ 高2
397 深沢　　恵 ﾌｶｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 高1

2 愛　媛 833 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高1
ｴﾋﾒ 837 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 中3

832 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高1
836 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 高1

3 兵  庫 652 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 647 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 高3

648 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高3
649 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高2

4 東　京 256 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 257 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 高3

258 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 高2
255 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 高3

5 神奈川 302 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 298 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高1

299 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高1
297 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高1

6 京　都 568 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 高1
ｷｮｳﾄ 569 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 高1

574 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 中3
571 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高1

7 東　京 261 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高1
ﾄｳｷｮｳ 265 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中3

264 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 中3
262 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 高1

8 大　阪 612 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 高1
ｵｵｻｶ 高校 614 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 高1

613 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高1
615 吉原　麻夏 ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾂ 高1

9 兵  庫 657 北見　茉暖 ｷﾀﾐ ﾏﾉﾝ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 高校 654 金子はづき ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ 高1

656 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 高1
655 山田ひかる ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 高1
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