
第５８回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
岡山・児島地区公園水泳場                          

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
1 介良 969 秋森　叶羽 ｱｷﾓﾘ ﾄﾜ 3年

ｹﾗ 中学 972 吉本　涼風 ﾖｼﾓﾄ ｽｽﾞｶ 2年
970 前野　希和 ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ 3年
971 佐古田彩里 ｻｺﾀﾞ ﾋｶﾘ 3年

2 県立清水南 297 櫻井ひより ｻｸﾗｲ ﾋﾖﾘ 2年
ｼﾐｽﾞﾐﾅﾐ 中学 295 荻野令央菜 ｵｷﾞﾉ ﾚｵﾅ 3年

296 平井　菜都 ﾋﾗｲ ﾅﾂ 2年
298 杉山　華苗 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅｴ 2年

3 浜松西中等部 340 秋山　紗希 ｱｷﾔﾏ ｻｷ 1年
ﾊﾏﾆｼ 中学 338 山田　茅帆 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 2年

336 鈴木　夕葵 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 3年
339 尾上　夏野 ｵﾉｳｴ ﾅﾉ 1年

4 横浜港南 715 徳弘　祐季 ﾄｸﾋﾛ ﾕｳｷ 3年
ﾖｺﾊﾏｺｳﾅﾝ 中学 720 大矢　羽奏 ｵｵﾔ ﾜｶﾅ 1年

719 岩崎　光姫 ｲﾜｻｷ ﾐﾂｷ 1年
716 須田　彩叶 ｽﾀﾞ ｻﾔｶ 3年

5 和泉 903 西山　　暖 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ 3年
ｲｽﾞﾐ 中学 908 西山　　萌 ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ 1年

907 久野日菜乃 ｸﾉ ﾋﾅﾉ 2年
906 川崎　優杏 ｶﾜｻｷ ﾕｳｱ 2年

6 増位 929 山﨑　彩花 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ 3年
ﾏｽｲ 中学 931 宮前　幸奈 ﾐﾔﾏｴ ﾕｷﾅ 2年

933 津田　陽薫 ﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 1年
930 津田怜央菜 ﾂﾀﾞ ﾚｵﾅ 3年

7 中川西 735 中本　蘭夢 ﾅｶﾓﾄ ﾗﾑ 3年
ﾅｶｶﾞﾜﾆｼ 中学 738 藤原　　杏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾓ 1年

736 森田　悠花 ﾓﾘﾀ ﾊﾙｶ 2年
737 内野　初紀 ｳﾁﾉ ﾊﾂｷ 2年
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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

2組
1 西中原 753 大羽こはる ｵｵﾊﾞ ｺﾊﾙ 1年

ﾆｼﾅｶﾊﾗ 中学 749 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 3年
755 猪狩　瑚音 ｲｶﾞﾘ ｺﾄ 1年
748 杉山　　葵 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 3年

2 さいたま木崎 108 亀井　涼子 ｶﾒｲ ﾘｮｳｺ 3年
ｻｲﾀﾏｷｻﾞｷ 中学 110 三浦　夕依 ﾐｳﾗ ﾕｲ 3年

109 中野　香澄 ﾅｶﾉ ｶｽﾐ 3年
111 國岡　千夏 ｸﾆｵｶ ﾁﾅﾂ 2年

3 春日部大増 132 角野　優莉 ｶｸﾉ ﾕｳﾘ 2年
ｶｽｶﾍﾞｵｵﾏ 中学 130 谷口　莉望 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾉ 3年

131 岡安　もえ ｵｶﾔｽ ﾓｴ 2年
129 成田　志穂 ﾅﾘﾀ ｼﾎ 3年

4 さいたま田島 116 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 2年
ｻｲﾀﾏﾀｼﾞﾏ 中学 115 細矢　愛美 ﾎｿﾔ ﾏﾅﾐ 3年

113 松倉　春奈 ﾏﾂｸﾗ ﾊﾙﾅ 3年
114 石山　小蒔 ｲｼﾔﾏ ｺﾏｷ 3年

5 天理 417 川西　沙季 ｶﾜﾆｼ ｻｷ 2年
ﾃﾝﾘ 中学 415 木村　碧海 ｷﾑﾗ ｱｵｲ 3年

419 佐渡　聖羅 ｻﾜﾀﾘ ｾｲﾗ 1年
416 羽賀　文乃 ﾊｶﾞ ｱﾔﾉ 3年

6 杉 894 飯坂　桃愛 ｲｲｻｶ ﾓﾓｱ 1年
ｽｷﾞ 中学 895 伊藤　陽菜 ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ 1年

892 小林日菜子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ 3年
893 北岡さくら ｷﾀｵｶ ｻｸﾗ 3年

7 勝山 471 谷口　葉奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ 3年
ｶﾂﾔﾏ 中学 473 樋口　康子 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽｺ 3年

470 大垣　雛乃 ｵｵｶﾞｷ ﾋﾅﾉ 3年
472 佐藤有優美 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 3年

8 鷲津 303 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 3年
ﾜｼﾂﾞﾁｭｳ 中学 305 松野　心咲 ﾏﾂﾉ ﾐｻｷ 1年

306 飯田朱紗海 ｲｲﾀﾞ ｱｻﾐ 1年
304 原　たいな ﾊﾗ ﾀｲﾅ 2年
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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
1 藤村女子 579 小林　史奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾅ 2年

ﾌｼﾞﾑﾗ 中学 580 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 1年
578 渥美　千穂 ｱﾂﾐ ﾁﾎ 2年
577 堀籠ひなた ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ 2年

2 千里丘 869 鯉沼　芙朱 ｺｲﾇﾏ ﾌﾐ 1年
ｾﾝﾘｵｶ 中学 868 山本　　里 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄ 2年

867 松尾　佳凛 ﾏﾂｵ ｶﾘﾝ 2年
865 有木　乙葉 ｱﾘｷ ｵﾄﾊ 3年

3 市川第六 200 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 3年
ｲﾁｶﾜﾛｸ 中学 198 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 3年

199 岡田　遥奈 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 3年
201 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 2年

4 淑徳巣鴨 628 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 2年
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 中学 631 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 1年

629 今野　遥陽 ｺﾝﾉ ﾊﾙﾋ 2年
626 中島　安望 ﾅｶｼﾏ ｱﾐ 3年

5 長岡東北 805 永井　千晶 ﾅｶﾞｲ ﾁｱｷ 3年
ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎ 中学 811 金山　愛花 ｶﾅﾔﾏ ﾏﾅｶ 2年

806 山﨑ひなた ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 3年
808 澤山　千咲 ｻﾜﾔﾏ ﾁｻｷ 3年

6 瀬戸南山 362 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 3年
ｾﾄﾐﾅﾐﾔﾏ 中学 366 青山　咲穂 ｱｵﾔﾏ ｻｷﾎ 1年

363 村越はなね ﾑﾗｺｼ ﾊﾅﾈ 2年
365 荻原　美晴 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾊﾙ 2年

7 桐朋女子 635 角田　鈴音 ﾂﾉﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 3年
ﾄｳﾎｳｼﾞｮｼ 中学 639 佐藤　友梨 ｻﾄｳ ﾕﾘ 1年

637 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 2年
636 金　　智瑛 ｷﾑ ﾁﾖﾝ 2年

8 富山北部 266 梅沢　星奈 ｳﾒｻﾞﾜ ｾﾅ 2年
ﾄﾔﾏﾎｸﾌﾞ 中学 267 山川　陽菜 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾅ 2年

262 井口　朋香 ｲｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 3年
263 伊東和佳乃 ｲﾄｳ ﾜｶﾉ 3年
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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

4組
1 草加瀬崎 155 内堀　瑠璃 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾙﾘ 1年

ｿｳｶｾｻﾞｷ 中学 154 大塚　美怜 ｵｵﾂｶ ﾐﾚｲ 1年
157 櫻井　双葉 ｻｸﾗｲ ﾌﾀﾊﾞ 1年
152 伊藤　稀花 ｲﾄｳ ﾏﾚｶ 3年

2 横浜田奈 732 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 1年
ﾖｺﾊﾏﾀﾅ 中学 731 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 1年

730 岩永　渚沙 ｲﾜﾅｶﾞ ﾅｷﾞｻ 3年
733 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 1年

3 鵠沼 790 庄司　萌々 ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓ 2年
ｸｹﾞﾇﾏ 中学 789 森下　夏蓮 ﾓﾘｼﾀ ｶﾚﾝ 2年

791 伊藤百合香 ｲﾄｳ ﾕﾘｶ 1年
788 伊東　真輝 ｲﾄｳ ﾏｷ 2年

4 武蔵野 618 松橋　麗華 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ 3年
ﾑｻｼﾉ 中学 617 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 3年

620 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 1年
619 川井　玲乃 ｶﾜｲ ﾚﾉ 2年

5 ふじみ野大井 173 武田　眞咲 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 3年
ﾌｼﾞﾐﾉｵｵｲ 中学 172 向江　千夏 ﾑｶｴ ﾁﾅﾂ 3年

174 川﨑帆乃果 ｶﾜｻｷ ﾎﾉｶ 2年
175 岩崎七奈子 ｲﾜｻｷ ﾅﾅｺ 2年

6 富山東部 257 仲井　美玖 ﾅｶｲ ﾐｸ 3年
ﾄﾔﾏﾄｳﾌﾞ 中学 255 川縁　　茜 ｶﾜﾍﾞﾘ ｱｶﾈ 3年

258 岩澤　　愛 ｲﾜｻﾞﾜ ｱｲ 3年
256 河野　琉花 ｶﾜﾉ ﾙｶ 3年

7 松任 278 伏屋　結月 ﾌｾﾔ ﾕﾂﾞｷ 3年
ﾏｯﾄｳﾁｭｳ 中学 281 齊藤菜々子 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｺ 1年

279 長戸　未羽 ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ 3年
280 中川　まお ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｵ 2年

8 越谷富士 137 足立佳乃子 ｱﾀﾞﾁ ｶﾉｺ 3年
ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 138 鈴木麻咲美 ｽｽﾞｷ ｱｻﾐ 2年

139 海老根　凛 ｴﾋﾞﾈ ﾘﾝ 1年
140 髙橋　　華 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 1年
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