
第８６回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
日本ガイシスポーツプラザガイシアリーナ            

スタートリスト

競技No. 53 女子   4x200m   フリーリレー   予選   8組 高校記録  8:02.09
大会記録  8:07.27

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 北科大高 15 伊部　七海 ｲﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高1
ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ 高校 14 今井　楽々 ｲﾏｲ ﾗﾗ 高1

21 熊倉　実咲 ｸﾏｸﾗ ﾐｻｷ 高1
16 木村　ユイ ｷﾑﾗ ﾕｲ 高1

4 松山北 1568 濱家　未来 ﾊﾏｲｴ ﾐｷ 高1
ﾏﾂﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 1566 三上　花菜 ﾐｶﾐ ﾊﾅ 高2

1563 石丸　帆夏 ｲｼﾏﾙ ﾎﾉｶ 高3
1565 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 高2

5 帯広大谷 76 青木　梨奈 ｱｵｷ ﾘﾅ 高1
ｵｵﾀﾆ 高校 75 早苗　純鈴 ｻﾅｴ ｽﾐﾚ 高1

74 中川湖乃美 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾉﾐ 高1
72 蝦名　愛梨 ｴﾋﾞﾅ ｱｲﾘ 高2

6

7

8

9
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競技No. 53 女子   4x200m   フリーリレー   予選   8組 高校記録  8:02.09
大会記録  8:07.27

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 北越 832 坂本　愛佳 ｻｶﾓﾄ ｱｲｶ 高2

ﾎｸｴﾂ 高校 835 古泉　愛菜 ｺｲｽﾞﾐ ｱｲﾅ 高1
833 橋口　友麻 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕﾏ 高2
837 霜鳥穂乃華 ｼﾓﾄﾘ ﾎﾉｶ 高1

1 共愛学園 239 内山　栞里 ｳﾁﾔﾏ ｼｵﾘ 高1
ｷｮｳｱｲ 高校 237 古川　美怜 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾚｲ 高2

236 新井　麻友 ｱﾗｲ ﾏﾕ 高2
235 河田　尚子 ｶﾜﾀ ﾅｵｺ 高3

2 市立尼崎 1365 金子はづき ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ 高2
ICHIAMA 高校 1366 皆見　香琳 ﾐﾅﾐ ｶﾘﾝ 高2

1361 田村　汐里 ﾀﾑﾗ ｼｵﾘ 高3
1362 吉岡亜可梨 ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ 高3

3 仙台二華 107 菅原　美紅 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｸ 高3
ｾﾝﾀﾞｲﾆｶ 高校 105 菅野　凪紗 ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 高3

106 井口　美祐 ｲｸﾞﾁ ﾐﾕ 高3
108 井口　亜美 ｲｸﾞﾁ ｱﾐ 高2

4 常翔学園 1314 田中小都乃 ﾀﾅｶ ｺﾄﾉ 高1
JOSHO 高校 1312 田中　唯稀 ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 高3

1310 山村　夏実 ﾔﾏﾑﾗ ﾅﾂﾐ 高3
1311 澤田　穂咲 ｻﾜﾀﾞ ﾎｻｷ 高3

5 金沢 886 村上　真穂 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾎ 高1
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 884 舘　　柚希 ﾀﾁ ﾕｽﾞｷ 高3

885 村上　萌絵 ﾑﾗｶﾐ ﾓｴ 高3
887 安井　桃香 ﾔｽｲ ﾓﾓｶ 高1

6 日大三島 909 佐野　萌華 ｻﾉ ﾓｴｶ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 904 原田　莉緒 ﾊﾗﾀ ﾘｵ 高3

907 麻生有季乃 ｱｿｳ ﾕｷﾉ 高3
905 柚木　　景 ﾕｽﾞｷ ｹｲ 高3

7 駒場 472 仙石　葉奈 ｾﾝｺﾞｸ ﾊﾅ 高2
ｺﾏﾊﾞ 高校 473 加藤　未悠 ｶﾄｳ ﾐﾕ 高2

475 高木ひかり ﾀｶｷﾞ ﾋｶﾘ 高1
470 飯島　菜月 ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 高3

8 福大附属若葉 1625 渡辺　三空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 高2
ﾌｸﾀﾞｲﾜｶﾊ 高校 1621 松村　咲良 ﾏﾂﾑﾗ ｻｸﾗ 高3

1620 竹下真佑美 ﾀｹｼﾀ ﾏﾕﾐ 高3
1626 奥田　真帆 ｵｸﾀﾞ ﾏﾎ 高2

9 高水 1508 荻原　歩望 ｵｷﾞﾊﾗ ｱﾕﾐ 高1
ﾀｶﾐｽﾞ 高校 1505 坂口　夕奈 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾅ 高2

1506 相坂　菜夏 ｱｲｻｶ ﾅﾅﾂ 高1
1504 金満　葉月 ｶﾈﾐﾂ ﾊﾂﾞｷ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 尾鷲 1123 北村　安未 ｷﾀﾑﾗ ｱﾐ 高3

ｵﾜｾｺｳｺｳ 高校 1126 竹本　早希 ﾀｹﾓﾄ ｻｷ 高2
1127 廣下　菜月 ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ 高1
1122 岩見きらり ｲﾜﾐ ｷﾗﾘ 高3

1 高松工芸 1530 安藤　梨沙 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 高3
ﾀｶﾏﾂｺｳｹﾞ 高校 1531 伊丹　千晴 ｲﾀﾐ ﾁﾊﾙ 高2

1532 高田　真菜 ﾀｶﾀ ﾏﾅ 高2
1533 高橋美沙姫 ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ 高1

2 札幌大谷 44 落合　小春 ｵﾁｱｲ ｺﾊﾙ 高2
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀ 高校 45 佐藤　杏子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 高1

42 津田紗也加 ﾂﾀﾞ ｻﾔｶ 高2
47 舛田　来唯 ﾏｽﾀﾞ ﾗｲ 高1

3 武庫川大附 1385 小川　桃香 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 高1
ﾑｺｶﾞﾜｺｳ 高校 1386 西本　　怜 ﾆｼﾓﾄ ﾚｲ 高1

1381 辻上　沙綺 ﾂｼﾞｶﾞﾐ ｻｷ 高3
1382 竹内　美希 ﾀｹｳﾁ ﾐｷ 高3

4 藤村女子 501 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗ 高校 506 明里　美空 ｱｶﾘ ﾐｸ 高1

504 押田　茉桜 ｵｼﾀﾞ ﾏｵ 高2
503 山﨑　千楠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾅﾝ 高3

5 常総学院 207 菊地　夏佳 ｷｸﾁ ﾅﾂｶ 高3
ｼﾞｮｳｿｳｶﾞ 高校 210 福崎　　愛 ﾌｸｻｷ ｱｲ 高3

209 中島　愛梨 ﾅｶｼﾏ ｱｲﾘ 高3
206 永塚　そら ﾅｶﾞﾂｶ ｿﾗ 高3

6 大阪成蹊 1234 梶田明日香 ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ 高3
ｵｵｻｶｾｲｹｲ 高校 1239 山本すみれ ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ 高1

1236 藤　　　瞳 ﾄｳ ﾋﾄﾐ 高2
1235 寺田　珠羽 ﾃﾗﾀﾞ ｼｭｳ 高3

7 磐田農業 965 猪股萌々花 ｲﾉﾏﾀ ﾓﾓｶ 高1
ｲﾜﾉｳ 高校 961 新村　りこ ｼﾝﾑﾗ ﾘｺ 高2

963 落合　真愛 ｵﾁｱｲ ﾏﾅ 高2
966 野中　咲歩 ﾉﾅｶ ｻﾎ 高1

8 山梨学院 803 伊東亜依海 ｲﾄｳ ｱｲﾐ 高1
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 802 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高2

801 望月　みく ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ 高3
800 久保田瑠菜 ｸﾎﾞﾀ ﾙﾅ 高3

9 西城陽 1209 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1208 岡村　夏代 ｵｶﾑﾗ ﾅﾂﾖ 高3

1212 西村　晴希 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 高1
1211 福田　莉子 ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 佐賀商業 1678 廣橋　風佳 ﾋﾛﾊｼ ﾌｳｶ 高3

ｻｶﾞｼｮｳｺｳ 高校 1682 宮﨑　彩子 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔｺ 高1
1680 森田　真維 ﾓﾘﾀ ﾏｲ 高2
1681 山口　伊織 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｵﾘ 高1

1 浜名 977 袴田　有美 ﾊｶﾏﾀ ｱﾐ 高2
ﾊﾏﾅ 高校 981 桐山　佳穂 ｷﾘﾔﾏ ｶﾎ 高1

978 川本　麻衣 ｶﾜﾓﾄ ﾏｲ 高2
976 山本実ノ里 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ 高2

2 四條畷学園 1230 渡邉　美有 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 高2
ﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 高校 1232 松村　　華 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾅ 高1

1229 生津　若菜 ｲｷﾂ ﾜｶﾅ 高2
1227 安達　貴砂 ｱﾀﾞﾁ ｷｻ 高3

3 城南静岡 941 松原　未侑 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 高2
Jｼｽﾞｵｶ 高校 940 青嶋　瑠菜 ｱｵｼﾏ ﾙﾅ 高3

943 大池　瑞姫 ｵｵｲｹ ﾐｽﾞｷ 高1
939 吉村　紫音 ﾖｼﾑﾗ ｼｵﾝ 高3

4 三潴 1662 塚本　珠未 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾏﾐ 高3
ﾐｽﾞﾏ 高校 1661 宮本　彩可 ﾐﾔﾓﾄ ｻｲｶ 高3

1668 岡部　　遥 ｵｶﾍﾞ ﾊﾙｶ 高2
1666 川原　弥子 ｶﾜﾊﾗ ﾐｺ 高2

5 本庄東 388 長谷川怜音 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲﾈ 高2
ﾎﾝｼﾞｮｳﾋｶ 高校 391 長谷川琴菜 ﾊｾｶﾞﾜ ｺﾄﾅ 高1

392 佐藤　凜花 ｻﾄｳ ﾘﾝｶ 高1
386 吉野　美里 ﾖｼﾉ ﾐｻﾄ 高3

6 九州学院 1712 浦川　　鈴 ｳﾗｶﾜ ﾘﾝ 高3
ｷｭｳｶﾞｸｺｳ 高校 1714 古川　史恵 ﾌﾙｶﾜ ﾌﾐｴ 高2

1715 瀬津美咲季 ｾﾂ ﾐｻｷ 高1
1713 河津　樹奈 ｶﾜﾂﾞ ﾐｷﾅ 高2

7 常磐大高 193 菅谷　　夢 ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ 高2
ﾄｷﾜﾀﾞｲｺｳ 高校 192 矢野　佑歩 ﾔﾉ ﾕﾎ 高2

194 鈴木　捺衣 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｲ 高1
189 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ 高3

8 静岡商業 933 佐々木夏帆 ｻｻｷ ｶﾎ 高2
ｾｲｼｮｳ 高校 934 加藤　杏樹 ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 高2

931 山下　樹里 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾘ 高3
932 佐野　水優 ｻﾉ ﾐﾕｳ 高3

9 京都文教 1166 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 高3
K.Bunkyo 高校 1171 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 高2

1169 永野日向子 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾅｺ 高2
1172 稲多　夢朱 ｲﾅﾀﾞ ﾑｳｽ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 佐賀学園 1694 髙本　彩未 ﾀｶﾓﾄ ｱﾔﾐ 高2

ｻｶﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1693 藤井みなみ ﾌｼﾞｲ ﾐﾅﾐ 高2
1691 山口　　遼 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 高2
1695 永島　莉子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｺ 高1

1 桐蔭学園 776 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高2
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 773 真田　侑奈 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾅ 高3

778 神部　愛乃 ｶﾝﾍﾞ ｱｲﾉ 高1
775 嵯峨　万琴 ｻｶﾞ ﾏｺﾄ 高2

2 東京立正 492 島谷　葉那 ｼﾏﾀﾆ ﾊﾅ 高3
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼ 高校 494 小川　萌々 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ 高1

493 矢﨑　真衣 ﾔｻﾞｷ ﾏｲ 高3
491 木村　莉乃 ｷﾑﾗ ﾘﾉ 高3

3 東海大浦安 458 岩屋　夏音 ｲﾜﾔ ﾅﾂﾈ 高2
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 454 相田かおる ｱｲﾀﾞ ｶｵﾙ 高3

457 小野寺はな ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ 高2
453 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 高3

4 高崎女子 251 秋谷　里実 ｱｷﾔ ｻﾄﾐ 高3
ﾀｶｻｷｼﾞｮｼ 高校 250 榎本　紗南 ｴﾉﾓﾄ ｻﾅ 高3

253 三好　望未 ﾐﾖｼ ﾉｿﾞﾐ 高2
254 平井芽衣那 ﾋﾗｲ ﾒｲﾅ 高1

5 大体大浪商 1256 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 高2
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 1258 山口　花梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 高1

1255 大平　愛夏 ｵｵﾋﾗ ｱｲｶ 高2
1253 永山　真唯 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏｲ 高3

6 椙山女学園 1000 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高3
SUGIYAMA 高校 1003 清水　結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 高3

1008 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 高2
1004 伊佐治乃亜 ｲｻｼﾞ ﾉｱ 高2

7 浦和第一女子 328 成田　真由 ﾅﾘﾀ ﾏﾕ 高3
ｳﾗﾜｲﾁｼﾞｮ 高校 331 安藤　舞佳 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｲｶ 高2

332 佐久間亜未 ｻｸﾏ ｱﾐ 高2
329 田島　優花 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｶ 高3

8 鹿児島情報 1754 尾堂　　楓 ｵﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 高3
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 1758 中島　祐佳 ﾅｶｼﾏ ﾕｶ 高1

1759 坂口　葵咲 ｻｶｸﾞﾁ ｷｻｷ 高1
1757 岩元あやの ｲﾜﾓﾄ ｱﾔﾉ 高2

9 就実 1474 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 高3
ｼｭｳｼﾞﾂ 高校 1472 児玉早弥香 ｺﾀﾞﾏ ｻﾔｶ 高3

1478 西﨑莉里子 ﾆｼｻﾞｷ ﾘﾘｺ 高1
1475 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 高3
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群  馬

大  阪

愛  知

埼  玉

鹿児島

岡  山

佐  賀

神奈川

東  京

千  葉

加　盟
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スタートリスト

競技No. 53 女子   4x200m   フリーリレー   予選   8組 高校記録  8:02.09
大会記録  8:07.27

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 長岡大手 1776 野上　萌衣 ﾉｶﾞﾐ ﾒｲ 高3

ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 1777 金子　弥央 ｶﾈｺ ﾐｵ 高2
1779 親松　万尋 ｵﾔﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高1
825 福永　みち ﾌｸﾅｶﾞ ﾐﾁ 高3

1 愛み大瑞穂 994 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高1
MIZUHO 高校 989 大﨑　紗空 ｵｵｻｷ ｻﾗ 高2

996 宮脇　礼依 ﾐﾔﾜｷ ﾚｲ 高1
986 野口　紗依 ﾉｸﾞﾁ ｻｲ 高3

2 法政二 714 村上　夏帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 高2
ﾎｳｾｲﾆ 高校 709 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高3

710 佐藤　美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 高3
717 米光　美桜 ﾖﾈﾐﾂ ﾐｵ 高2

3 日大高 678 篠田　沙彩 ｼﾉﾀﾞ ｻｱﾔ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 677 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2

676 桝渕あゆり ﾏｽﾌﾞﾁ ｱﾕﾘ 高2
679 工藤　響子 ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｺ 高2

4 埼玉栄 373 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 378 増田　聖乃 ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ 高1

369 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高3
367 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高3

5 豊川 1098 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1105 杉山　樺音 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ 高1

1100 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高3
1097 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高3

6 春日部共栄 286 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高2
ｷｮｳｴｲ 高校 279 松崎　　愛 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ 高3

292 髙桑　美咲 ﾀｶｸﾜ ﾐｻｷ 高1
281 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 高3

7 中京大中京 1057 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高1
CHUKYO 高校 1055 中間　海菜 ﾅｶﾏ ﾐﾅ 高1

1056 岩村　夏佳 ｲﾜﾑﾗ ﾅﾂｶ 高1
1054 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高2

8 和歌山北 1437 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 1439 藤本　天海 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾏﾐ 高2

1440 吉田　愛望 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ 高1
1441 森　　愛菜 ﾓﾘ ｱｲﾅ 高1

9 羽衣学園 1262 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 高2
ﾊｺﾞﾛﾓ 高校 1259 野中　愛加 ﾉﾅｶ ｱｲｶ 高3

1261 西牟田茉鈴 ﾆｼﾑﾀ ﾏﾘﾝ 高2
1263 池田　萌花 ｲｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 高1
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埼  玉

愛  知

和歌山

大  阪

加　盟

新  潟

愛  知

神奈川

神奈川

埼  玉

愛  知
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スタートリスト

競技No. 53 女子   4x200m   フリーリレー   予選   8組 高校記録  8:02.09
大会記録  8:07.27

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 市立沼田 1498 松下　舜佳 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝｶ 高2

ﾇﾏﾀ 高校 1497 籠島沙希乃 ｶｺﾞｼﾏ ｻｷﾉ 高2
1494 植村　　奏 ｳｴﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 高2
1493 坂本　志織 ｻｶﾓﾄ ｼｵﾘ 高3

1 関大北陽 1281 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 1277 佐藤　菜桜 ｻﾄｳ ﾅｵ 高3

1286 大杉　愛佳 ｵｵｽｷﾞ ﾏﾅｶ 高1
1279 浜田ほのか ﾊﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ 高3

2 ルーテル学院 1730 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 高1
ﾙｰﾃﾙ 高校 1729 古木　遥香 ﾌﾙｷ ﾊﾙｶ 高2

1726 林田　麗奈 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾚｲﾅ 高3
1732 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 高1

3 近畿大附 棄権
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校

4 日大藤沢 756 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 746 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高2

743 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高3
749 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高2

5 天理 1426 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 高3
ﾃﾝﾘｺｳｺｳ 高校 1431 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 高1

1429 河田　萌花 ｶﾜﾀ ﾎﾉｶ 高2
1427 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 高3

6 湘南工大附 641 田中　瑞姫 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾞｷ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 645 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高3

652 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 高1
654 田中　夢乃 ﾀﾅｶ ﾕﾉ 高1

7 日出 608 小原　天寧 ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ 高1
ﾋﾉﾃﾞ 高校 609 小野寺愛結 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾕ 高1

606 鈴木　　舞 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 高2
603 服部　千夏 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾅﾂ 高3

8 東北 135 木村　優香 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 高2
ﾄｳﾎｸ 高校 129 中園　千尋 ﾅｶｿﾞﾉ ﾁﾋﾛ 高3

128 堀田実桜花 ﾎｯﾀ ﾐｵｶ 高3
132 稲垣　乃愛 ｲﾅｶﾞｷ ﾉｱ 高2

9 昭和学院 424 星　　美里 ﾎｼ ﾐｻﾄ 高2
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 高校 427 小久保琴音 ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ 高1

421 松浦萌々香 ﾏﾂｳﾗ ﾓﾓｶ 高3
420 高橋　有由 ﾀｶﾊｼ ｱﾕｳ 高3
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宮  城

千  葉

加　盟

大  阪
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奈  良

神奈川

広  島
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スタートリスト

競技No. 53 女子   4x200m   フリーリレー   予選   8組 高校記録  8:02.09
大会記録  8:07.27

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
0 花咲徳栄 309 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 高3

ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 318 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 高1
315 石井　　翠 ｲｼｲ ﾐﾄﾞﾘ 高2
308 黒澤　萌木 ｸﾛｻﾜ ﾓｴｷ 高3

1 日大山形 150 東海林のん ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾝ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 151 齋藤　実来 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 高3

149 髙梨由佳理 ﾀｶﾅｼ ﾕｶﾘ 高3
152 佐藤　　麗 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 高2

2 八王子 523 石川　優希 ｲｼｶﾜ ﾕｷ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 529 小林　　楓 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 高2

528 鈴木　由依 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 高2
522 箭内美七海 ﾔﾅｲ ﾐﾅﾐ 高3

3 京都外大西 1186 竹田ひろか ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 高3
KGN 高校 1185 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高3

1190 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高2
1200 初田　沙希 ﾊﾂﾀﾞ ｻｷ 高1

4 淑徳巣鴨 590 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 高1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 587 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高2

589 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高2
586 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 高3

5 須磨学園 1402 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1410 井上　真帆 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 高1

1401 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高3
1399 前田　美玖 ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ 高3

6 太成学院大高 1326 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 1330 古八　優季 ﾌﾙﾊﾁ ﾕｷ 高3

1328 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 高3
1336 永尾　美友 ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ 高1

7 武蔵野 541 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 548 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 高1

540 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 高3
546 松井　遥苗 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾅ 高3

8 武南 352 岩﨑　　蘭 ｲﾜｻｷ ﾗﾝ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 347 市川　みく ｲﾁｶﾜ ﾐｸ 高3

350 緑川　瑠流 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾙﾙ 高2
353 小林　那緒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 高1

9 八幡浜 1575 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高2
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 1577 菊地　真碧 ｷｸﾁ ﾏﾐ 高1

1579 廣井　優花 ﾋﾛｲ ﾕｶ 高1
1578 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 高1
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東  京
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