
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.  9 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   5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
1

2 帝京大可児 400 松崎江里子 ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘｺ 2年
ﾃｲｷｮｳｶﾆﾁ 中学 403 鍵谷　柚月 ｶｷﾞﾔ ﾕﾂﾞｷ 2年

404 今井　晴菜 ｲﾏｲ ﾊﾙﾅ 2年
402 加藤　智夏 ｶﾄｳ ﾄﾓｶ 2年

3 捜真 690 福森　　美 ﾌｸﾓﾘ ﾊﾙ 3年
ｿｳｼﾝ 中学 692 穂積　　楓 ﾎﾂﾞﾐ ｶｴﾃﾞ 2年

689 祢津　七海 ﾈﾂ ﾅﾅﾐ 3年
688 海津　愛実 ｶｲﾂﾞ ｱﾐ 3年

4 杉 892 小林日菜子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｺ 3年
ｽｷﾞ 中学 894 飯坂　桃愛 ｲｲｻｶ ﾓﾓｱ 1年

895 伊藤　陽菜 ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ 1年
893 北岡さくら ｷﾀｵｶ ｻｸﾗ 3年

5 浜松西中等部 339 尾上　夏野 ｵﾉｳｴ ﾅﾉ 1年
ﾊﾏﾆｼ 中学 337 神谷　真生 ｶﾐﾔ ﾏｵ 3年

340 秋山　紗希 ｱｷﾔﾏ ｻｷ 1年
338 山田　茅帆 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 2年

6 花園 192 石井　裕芽 ｲｼｲ ﾕﾒ 3年
ﾊﾅｿﾞﾉ 中学 191 谷口　真尋 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 3年

190 清水亜梨沙 ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 3年
193 白仁田百子 ｼﾛﾆﾀ ﾓﾓｺ 2年

7 枚方第四 880 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 3年
ﾋﾗｶﾀ4 中学 883 中村　彩羽 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾊ 2年

884 谷村　帆夏 ﾀﾆﾑﾗ ﾎﾅﾂ 1年
882 藤本　　穏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽｷ 2年

8
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大  阪
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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.  9 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   5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

2組
1 東香里 890 横畑さくら ﾖｺﾊﾀ ｻｸﾗ 2年

ﾋｶﾞｼｺｳﾘ 中学 889 吉村　仁葉 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾄﾊ 2年
886 田口　真光 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 3年
891 筒井　陽香 ﾂﾂｲ ﾊﾙｶ 2年

2 港南台第一 721 清家　彩夏 ｾｲｹ ｱﾔｶ 3年
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ1 中学 724 松田　紗和 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾜ 1年

722 長田　希華 ﾅｶﾞﾀ ﾉﾉｶ 3年
723 福島　千花 ﾌｸｼﾏ ﾁｶ 2年

3 八乙女 47 庄司萌々華 ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓｶ 3年
ﾔｵﾄﾒ 中学 51 二宮　さえ ﾆﾉﾐﾔ ｻｴ 2年

50 戸田　夏子 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｺ 2年
48 加藤　　夕 ｶﾄｳ ﾕｳ 3年

4 柏崎翔洋中等 818 三井田萌愛 ﾐｲﾀﾞ ﾓｱ 1年
ｶｼﾜｻﾞｷｼｮｳﾖｳ 中学 815 近藤　亜純 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｽﾞ 2年

816 山岸はるか ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｶ 2年
817 高橋　茉彩 ﾀｶﾊｼ ﾏﾔ 1年

5 日野第一 679 恒石くるみ ﾂﾈｲｼ ｸﾙﾐ 3年
ﾋﾉ1 中学 680 若山美々李 ﾜｶﾔﾏ ﾐﾐﾘ 2年

678 志村　二海 ｼﾑﾗ ﾂｸﾞﾐ 3年
677 河合　　菜 ｶﾜｲ ﾅﾅｴ 3年

6 松原 377 三嶋　心寧 ﾐｼﾏ ｺｺﾈ 1年
ﾏﾂﾊﾞﾗ 中学 374 與河　礼奈 ﾖｶﾜ ﾚｲﾅ 3年

376 藤森　真菜 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏﾅ 2年
375 松浦　未奈 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾅ 2年

7 瀬戸南山 365 荻原　美晴 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾊﾙ 2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
362 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 3年

8 長岡東北 806 山﨑ひなた ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 3年
ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎ 中学 807 徳吉　菜智 ﾄｸﾖｼ ﾅﾁ 3年

808 澤山　千咲 ｻﾜﾔﾏ ﾁｻｷ 3年
811 金山　愛花 ｶﾅﾔﾏ ﾏﾅｶ 2年
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岡山・児島地区公園水泳場                          

スタートリスト

競技No.  9 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   5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

3組
1 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 306 飯田朱紗海 ｲｲﾀﾞ ｱｻﾐ 1年
305 松野　心咲 ﾏﾂﾉ ﾐｻｷ 1年
304 原　たいな ﾊﾗ ﾀｲﾅ 2年

2 岡山操山 452 栗原　　望 ｸﾘﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 3年
ｹﾝｿｳｻﾞﾝ 中学 453 岡信　結奈 ｵｶﾉﾌﾞ ﾕｲﾅ 2年

454 米岡　輝乃 ﾖﾈｵｶ ｷﾉ 2年
451 寺坂　千英 ﾃﾗｻｶ ﾁﾊﾅ 3年

3 富山北部 262 井口　朋香 ｲｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 3年
ﾄﾔﾏﾎｸﾌﾞ 中学 265 江野本美優 ｴﾉﾓﾄ ﾐﾕ 3年

267 山川　陽菜 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾅ 2年
266 梅沢　星奈 ｳﾒｻﾞﾜ ｾﾅ 2年

4 深川第三 600 松井　桜子 ﾏﾂｲ ｻｸﾗｺ 2年
ﾌｶｶﾞﾜ3 中学 598 南雲　陽菜 ﾅｸﾞﾓ ﾋﾅ 2年

602 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 2年
599 有川　萌結 ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ 2年

5 三郷早稲田 144 井上　結葉 ｲﾉｳｴ ﾕｲﾊ 3年
ﾐｻﾄﾜｾﾀﾞ 中学 143 須合さゆり ｽｺﾞｳ ｻﾕﾘ 3年

146 坪　　桃子 ﾂﾎﾞ ﾓﾓｺ 3年
147 神谷　茉那 ｶﾐﾔ ﾏﾅ 2年

6 新潟第一 827 藤林　孝予 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾖ 3年
ﾆｲｶﾞﾀｲﾁ 中学 829 水上　瑠理 ﾐｽﾞｶﾐ ﾙﾘ 1年

828 杉本　妃鞠 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾏﾘ 1年
830 三條　　愛 ｻﾝｼﾞｮｳ ｱｲ 1年

7 春日部武里 8 植村　仁胡 ｳｴﾑﾗ ﾆｺ 2年
ｶｽｶﾍﾀｹｻﾄ 中学 5 木暮あかり ｺｸﾞﾚ ｱｶﾘ 3年

7 寺島くるみ ﾃﾗｼﾏ ｸﾙﾐ 2年
6 石井　　翠 ｲｼｲ ﾓｴｷﾞ 2年

8 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 634 井口　真緒 ｲｸﾞﾁ ﾏｵ 3年

637 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 2年
639 佐藤　友梨 ｻﾄｳ ﾕﾘ 1年
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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.  9 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   5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

4組
1 平塚江陽 776 升水優莉果 ﾏｽﾐｽﾞ ﾕﾘｶ 1年

ﾋﾗﾂｶｺｳﾖｳ 中学 779 中村みなみ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 1年
777 本間　七夏 ﾎﾝﾏ ﾅﾅｶ 1年
778 相原　和奏 ｱｲﾊﾗ ﾜｶﾅ 1年

2 介良 971 佐古田彩里 ｻｺﾀﾞ ﾋｶﾘ 3年
ｹﾗ 中学 969 秋森　叶羽 ｱｷﾓﾘ ﾄﾜ 3年

970 前野　希和 ﾏｴﾉ ｷﾖﾘ 3年
972 吉本　涼風 ﾖｼﾓﾄ ｽｽﾞｶ 2年

3 横浜港南 716 須田　彩叶 ｽﾀﾞ ｻﾔｶ 3年
ﾖｺﾊﾏｺｳﾅﾝ 中学 718 武野　月咲 ﾀｹﾉ ﾂｶｻ 2年

717 小林　春花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 2年
715 徳弘　祐季 ﾄｸﾋﾛ ﾕｳｷ 3年

4 武蔵野 620 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 1年
ﾑｻｼﾉ 中学 617 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 3年

619 川井　玲乃 ｶﾜｲ ﾚﾉ 2年
618 松橋　麗華 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ 3年

5 富山東部 256 河野　琉花 ｶﾜﾉ ﾙｶ 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
257 仲井　美玖 ﾅｶｲ ﾐｸ 3年

6 天理 415 木村　碧海 ｷﾑﾗ ｱｵｲ 3年
ﾃﾝﾘ 中学 418 平山　莉未 ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾐ 2年

416 羽賀　文乃 ﾊｶﾞ ｱﾔﾉ 3年
417 川西　沙季 ｶﾜﾆｼ ｻｷ 2年

7 横浜田奈 730 岩永　渚沙 ｲﾜﾅｶﾞ ﾅｷﾞｻ 3年
ﾖｺﾊﾏﾀﾅ 中学 731 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 1年

732 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 1年
733 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 1年

8 香長 978 岩瀬　夕楓 ｲﾜｾ ﾕｳｶ 1年
ｶﾁｮｳ 中学 975 野中　彩帆 ﾉﾅｶ ｻﾎ 3年

974 野中　彩希 ﾉﾅｶ ｻｷ 3年
979 仁井　心晴 ﾆｲ ｺｺﾊ 1年
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岡山・児島地区公園水泳場                          

スタートリスト

競技No.  9 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   5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

5組
1 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
280 中川　まお ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｵ 2年
279 長戸　未羽 ﾅｶﾞﾄ ﾐｳ 3年

2 中川西 736 森田　悠花 ﾓﾘﾀ ﾊﾙｶ 2年
ﾅｶｶﾞﾜﾆｼ 中学 738 藤原　　杏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾓ 1年

735 中本　蘭夢 ﾅｶﾓﾄ ﾗﾑ 3年
737 内野　初紀 ｳﾁﾉ ﾊﾂｷ 2年

3 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

4 淑徳巣鴨 630 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 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
628 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 2年

5 市川第六 201 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 2年
ｲﾁｶﾜﾛｸ 中学 199 岡田　遥奈 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 3年

198 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 3年
200 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 3年

6 西中原 750 今村　　心 ｲﾏﾑﾗ ｺｺﾛ 3年
ﾆｼﾅｶﾊﾗ 中学 749 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 3年

751 四宮　楓花 ｼﾉﾐﾔ ﾌｳｶ 3年
748 杉山　　葵 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｵｲ 3年

7 八代第二 535 上野　琴音 ｳｴﾉ ｺﾄﾈ 3年
ﾔﾂｼﾛﾆﾁｭｳ 中学 540 門坂　美柚 ｶﾄﾞｻｶ ﾐﾕ 1年

536 長森　流楓 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾙｶ 2年
537 高妻　亜依 ｺｳﾂﾞﾏ ｱｲ 2年

8 さいたま宮原 2 岡　くるみ ｵｶ ｸﾙﾐ 3年
ｻｲﾀﾏﾐﾔﾊﾗ 中学 3 菅　美奈実 ｽｶﾞ ﾐﾅﾐ 3年

4 澁澤　亜弥 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾔ 2年
1 後藤　若奈 ｺﾞﾄｳ ﾜｶﾅ 3年
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