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競技No.  0 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  3:55.73
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 高  知 1067 梅原　千鈴 ｳﾒﾊﾞﾗ ｾﾝﾘ 中3

ｺｳﾁ 1065 谷脇ことみ ﾀﾆﾜｷ ｺﾄﾐ 高1
1064 松木　琴美 ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ 高1
1066 西山千梨夏 ﾆｼﾔﾏ ｾﾘｶ 中3

1 岡　山 745 田中　花歩 ﾀﾅｶ ｶﾎ 中3
ｵｶﾔﾏ 744 田宮　風香 ﾀﾐﾔ ﾌｳｶ 中3

742 寺坂　優里 ﾃﾗｻｶ ﾕｳﾘ 高1
743 岩堀　結優 ｲﾜﾎﾘ ﾕｳ 高1

2 茨  城 143 小野　舞夏 ｵﾉ ﾏｲｶ 中3
ｲﾊﾞﾗｷ 140 久保田真帆 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾎ 高1

141 菅谷　　夢 ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ 高1
142 坂本　美心 ｻｶﾓﾄ ﾐｺ 中3

3 滋　賀 534 土田　美典 ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高3
ｼｶﾞ 高校 532 檜木　穂美 ﾋﾉｷ ﾎﾅﾐ 高3

533 髙田　眞子 ﾀｶﾀﾞ ﾏｺ 高3
535 山川こまち ﾔﾏｶﾜ ｺﾏﾁ 高2

4 静　岡 442 加藤　杏樹 ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 高1
ｼｽﾞｵｶ 444 水野結由那 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ 中3

443 山本実ノ里 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ 高1
445 大池　瑞姫 ｵｵｲｹ ﾐｽﾞｷ 中3

5 香　川 796 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 高3
ｶｶﾞﾜ 高校 798 前川　紗佑 ﾏｴｶﾜ ｻﾕ 高2

797 向畑　亜美 ﾑｶｲﾊﾞﾀｹ ｱﾐ 高2
795 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 高3

6 青　森 30 澁谷　夏未 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅﾂﾐ 高1
ｱｵﾓﾘ 33 山田　　彩 ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ 高1

34 杉山　樺音 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ 中3
31 阿部なつき ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 高1

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

49 千葉　美南 ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ 高1
52 及川　羽藍 ｵｲｶﾜ ｳﾗﾝ 高1

8 山　梨 322 新井ひかり ｱﾗｲ ﾋｶﾘ 高1
ﾔﾏﾅｼ 321 萩原　美聖 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｻﾄ 高1

325 内田　心海 ｳﾁﾀﾞ ｺｺﾐ 中3
323 伊東亜依海 ｲﾄｳ ｱｲﾐ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 秋　田 75 高野　雪愛 ﾀｶﾉ ﾕｷｱ 高3

ｱｷﾀ 高校 77 佐藤真由子 ｻﾄｳ ﾏﾕｺ 高1
74 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 高3
76 高橋菜々花 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾊ 高2

1 兵  庫 655 山田ひかる ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 高校 653 堀上　綺良 ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ 高1

656 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 高1
657 北見　茉暖 ｷﾀﾐ ﾏﾉﾝ 高1

2 大　阪 611 西牟田茉鈴 ﾆｼﾑﾀ ﾏﾘﾝ 高1
ｵｵｻｶ 616 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 中3

613 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高1
612 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 高1

3 千　葉 1028 星　　美里 ﾎｼ ﾐｻﾄ 高1
ﾁﾊﾞ 1029 賀部　寿音 ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 中3

1027 森柄　花菜 ﾓﾘｴ ﾊﾅ 高1
1025 松村　多恵 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ 高1

4 京　都 566 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 563 田村　蒼生 ﾀﾑﾗ ｱｵｲ 高3

564 田崎　成実 ﾀｻｷ ﾅﾙﾐ 高3
562 小島　早織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 高3

5 群  馬 179 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 181 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 高2

178 末廣　美月 ｽｴﾋﾛ ﾐｽﾞｷ 高2
180 秋谷　里実 ｱｷﾔ ｻﾄﾐ 高2

6 熊　本 908 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 中3
ｸﾏﾓﾄ 中学 907 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 中3

909 長森　花楓 ﾅｶﾞﾓﾘ ｶｴﾃﾞ 中3
910 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 中3

7 京　都 573 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 中3
ｷｮｳﾄ 572 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 中3

570 山岸　真尋 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾋﾛ 高1
574 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 中3

8 福  岡 866 井上　結貴 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 高1
ﾌｸｵｶ 高校 867 石原　愛依 ｲｼﾊﾗ ﾒｲ 高1

865 永渕　芳和 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾎﾉｶ 高1
868 渡辺　三空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 高1

9 愛　知 489 山内　麻以 ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ 中3
ｱｲﾁ 488 鬼頭　怜花 ｷﾄｳ ﾙｶ 中3

484 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 高1
485 竹内　　碧 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
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3組
0 愛　媛 827 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 高3

ｴﾋﾒ 高校 834 浅川　　楓 ｱｻｶﾜ ﾌｳ 高1
826 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 高3
830 岩間　薫乃 ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ 高2

1 千　葉 1020 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 1023 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 高2

1024 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 高2
1022 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 高2

2 神奈川 298 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 296 吉田　杏子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 高1

303 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 中3
302 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 中3

3 愛　媛 822 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ
ｴﾋﾒ 823 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 大3

819 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ
820 森　万柚子 ﾓﾘ ﾏﾕｺ

4 東　京 252 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ 大2
ﾄｳｷｮｳ 246 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ

248 藪　　美涼 ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ 大3
250 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大3

5 埼  玉 216 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 214 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高2

212 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高3
213 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 高3

6 愛　知 472 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 大3
ｱｲﾁ 大学 475 松原空彩虹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾖｶ 大1

471 鵜沼　彩乃 ｳﾇﾏ ｱﾔﾉ 大4
470 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 大4

7 茨  城 132 大田原礼奈 ｵｵﾀﾜﾗ ｱﾔﾅ 大4
ｲﾊﾞﾗｷ 大学 134 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 大2

133 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大4
135 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 大1

8 奈  良 669 中谷　朱里 ﾅｶﾀﾆ ｱｶﾘ 大3
ﾅﾗ 大学 667 橋本　智美 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 大4

670 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 大3
668 吉年　美咲 ﾖｼﾄｼ ﾐｻｷ 大3

9 奈  良 675 細谷　笑里 ﾎｿﾀﾆ ｴﾐﾘ 中3
ﾅﾗ 中学 678 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 中3

674 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 中3
677 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 新  潟 374 田中　杏実 ﾀﾅｶ ｱﾐ 高2

ﾆｲｶﾞﾀ 高校 372 磯部　沙綾 ｲｿﾍﾞ ｻｱﾔ 高3
373 原澤　珠緒 ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ 高2
371 井上　美咲 ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 高3

1 新  潟 366 五十嵐杏奈 ｲｶﾗｼ ｱﾝﾅ 大4
ﾆｲｶﾞﾀ 367 高橋穂乃香 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 大4

368 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 大2
363 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ

2 兵  庫 647 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 646 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 高3

649 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高2
652 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高2

3 神奈川 295 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 293 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 高2

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

4 東　京 254 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 259 浅羽　　栞 ｱｻﾊﾞ ｼｵﾘ 高2

255 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 高3
256 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高3

5 埼  玉 218 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 高1
ｻｲﾀﾏ 221 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 高1

220 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高1
222 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 中3

6 福  岡 857 山口　藍李 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 大2
ﾌｸｵｶ 855 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ

858 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 大2
856 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 大3

7 京　都 560 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 大2
ｷｮｳﾄ 555 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ

558 熊本　真季 ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ 大4
559 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大3

8 兵  庫 640 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 大4
ﾋｮｳｺﾞ 大学 642 近藤　　和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｺﾞﾐ 大2

644 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 大2
641 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 大3

9 静　岡 435 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 大1
ｼｽﾞｵｶ 大学 433 廣橋　海結 ﾋﾛﾊｼ ﾐﾕ 大3

436 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 大1
434 篠原　英恵 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅｴ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 長　野 343 北原瑛里香 ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 大1

ﾅｶﾞﾉ 341 齋藤　咲恵 ｻｲﾄｳ ｻｴ 大1
342 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 大1
337 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ

1 愛　知 478 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 高3
ｱｲﾁ 高校 481 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高2

480 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 高3
482 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高2

2 愛　媛 831 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 高1
ｴﾋﾒ 837 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 中3

833 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高1
836 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 高1

3 埼  玉 205 堀江　優希 ﾎﾘｴ ﾕｷ 大4
ｻｲﾀﾏ 大学 206 関口　美咲 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ 大3

204 齋藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 大4
207 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 大2

4 神奈川 286 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ
ｶﾅｶﾞﾜ 290 髙﨑　有紀 ﾀｶｻｷ ﾕｷ 大3

288 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ
287 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ

5 大　阪 599 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ
ｵｵｻｶ 603 西岡みづき ﾆｼｵｶ ﾐｽﾞｷ 大4

600 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
601 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ

6 群  馬 172 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ
ｸﾞﾝﾏ 174 大和田明日楓 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 大2

175 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 大2
173 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 大3

7 栃　木 154 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 大2
ﾄﾁｷﾞ 156 岸　　愛弓 ｷｼ ｱﾕﾐ 大2

152 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ
155 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 大2

8 東　京 263 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 260 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高1

262 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 高1
261 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高1

9 大　阪 607 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高2
ｵｵｻｶ 高校 610 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高1

609 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 高2
605 山本　真白 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ 高3
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神奈川

大  阪

群  馬

栃  木

東  京

大  阪

長  野

愛  知

愛  媛

埼  玉

加　盟


