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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 広島大 1352 山口　夏穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ 大1
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1350 長尾　海香 ﾅｶﾞｵ ﾐｶ 大2

1351 檀浦　朋恵 ﾀﾞﾝｳﾗ ﾄﾓｴ 大1
1349 金﨑　遥香 ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ 大3

3 別府溝部短大 1423 池﨑　美弥 ｲｹｻﾞｷ ﾐﾔ 大1
ﾐｿﾞﾍﾞﾀﾝ 大学 1424 石澤　芹那 ｲｼｻﾞﾜ ｾﾘﾅ 大1

1422 野口紗也加 ﾉｸﾞﾁ ｻﾔｶ 大2
1421 芦刈江里奈 ｱｼｶﾘ ｴﾘﾅ 大2

4 東北学院大 1485 酒井みなみ ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 大4
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1488 工藤　有紗 ｸﾄﾞｳ ｱﾘｻ 大2

1486 小野　聖実 ｵﾉ ｷﾖﾐ 大4
1487 三浦　梅香 ﾐｳﾗ ｳﾒｶ 大3

5 北海道大 1512 坂田　里緒 ｻｶﾀ ﾘｵ 大3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1515 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 大3

1518 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 大1
1517 小西　陽奈 ｺﾆｼ ﾊﾙﾅ 大1

6 弘前大 棄権
ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学

7 愛媛大 1309 森口　静香 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ 大2
ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学 1311 奧井　友梨 ｵｸｲ ﾕﾘ 大1

1312 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 大1
1308 車谷　勇奈 ｸﾙﾏﾀﾆ ｲｻﾅ 大3

8

9
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2組
0 山口大 1366 緒方美沙希 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 大1

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1365 安本　彩夏 ﾔｽﾓﾄ ｱﾔｶ 大1
1363 大﨑　優香 ｵｵｻｷ ﾕｳｶ 大2
1362 岡村　侑香 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｶ 大4

1 岡山大 1337 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 大4
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1339 三島　優花 ﾐｼﾏ ﾕｳｶ 大2

1336 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 大4
1338 福田　　瞳 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ 大3

2 立命館大 1263 石津茉友子 ｲｼﾂﾞ ﾏﾕｺ 大3
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1265 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 大3

1264 小島　里野 ｺｼﾞﾏ ﾘﾉ 大4
1268 是枝　未来 ｺﾚｴﾀﾞ ﾐｸ 大1

3 岐阜聖徳学大 944 長崎　千夏 ﾅｶﾞｻｷ ﾁﾅﾂ 大3
ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 946 鈴木　莉子 ｽｽﾞｷ ﾘｺ 大2

947 城田千星莉 ｼﾛﾀ ﾁｾﾘ 大1
945 羽賀　友香 ﾊｶﾞ ﾄﾓｶ 大2

4 至学館大 851 泉田　　葵 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱｵｲ 大4
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 860 西川　香澄 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾐ 大1

857 松田　未悠 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕ 大2
856 松居　千能 ﾏﾂｲ ﾁﾉ 大2

5 東海学園大 960 上田さくら ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ 大1
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 961 澤邊みのり ｻﾜﾍﾞ ﾐﾉﾘ 大1

964 高山　菜月 ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾞｷ 大1
958 市川　瑛美 ｲﾁｶﾜ ｴﾐ 大3

6 拓殖大 304 津久井雪子 ﾂｸｲ ﾕｷｺ 大2
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 300 千島　　晶 ﾁｼﾏ ｱｷﾗ 大4

301 朝長千恵子 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ 大3
303 武岡　瀬奈 ﾀｹｵｶ ｾﾅ 大2

7 九州共立大 1471 藤川　亜未 ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾐ 大1
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1466 佐藤志帆子 ｻﾄｳ ｼﾎｺ 大3

1469 中川　　環 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾏｷ 大1
1467 堂脇　菜幹 ﾄﾞｳﾜｷ ﾅﾐｷ 大2

8 大阪教育大 1016 阪口　青空 ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ 大3
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1017 梶田　美宇 ｶｼﾞﾀ ﾐｳ 大1

1014 中原　優希 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 大4
1015 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 大3

9 川崎医福大 1374 春名　優香 ﾊﾙﾅ ﾕｳｶ 大1
ｶﾜｻｷｲﾌｸ 大学 1370 秋山　歩巳 ｱｷﾔﾏ ｱﾕﾐ 大3

1372 高田　彩花 ﾀｶﾀ ｱﾔｶ 大2
1371 秀安佑衣菜 ﾋﾃﾞﾔｽ ﾕｲﾅ 大2
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3組
0 国士舘大 282 岩見野乃佳 ｲﾜﾐ ﾉﾉｶ 大1

ｺｸｼｶﾝ 大学 280 池　　久乃 ｲｹ ﾋｻﾉ 大2
271 曽根　沙月 ｿﾈ ｻﾂｷ 大3
277 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 大2

1 福岡大 1402 田中　真央 ﾀﾅｶ ﾏｵ 大3
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1405 高見　樹奈 ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾅ 大2

1401 井上　奈苗 ｲﾉｳｴ ﾅﾅｴ 大4
1403 藤　　愛海 ﾌｼﾞ ｱｲﾐ 大2

2 日本大 620 井上　愛梨 ｲﾉｳｴ ﾏﾘ 大3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 616 中島亜沙姫 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｻﾋ 大4

633 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 大1
635 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 大1

3 神奈川大 496 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 大4
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 500 石坂　夏鈴 ｲｼｻﾞｶ ｶﾘﾝ 大3

505 清田　栞那 ｷﾖﾀ ｶﾝﾅ 大3
497 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ 大4

4 早稲田大 581 濱口　真子 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｺ 大3
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 578 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大4

586 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 大1
585 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 大1

5 東洋大 555 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 大1
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 545 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 大3

549 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 大3
542 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大4

6 慶應義塾大 204 林　　睦子 ﾊﾔｼ ﾑﾂｺ 大3
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 205 髙﨑　有紀 ﾀｶｻｷ ﾕｷ 大4

212 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 大1
210 渡辺　佳菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 大1

7 大阪国際大 1276 竹田　佑香 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｶ 大4
ｵｵｻｶｺｸｻｲ 大学 1275 中嶋　眞子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺ 大4

1280 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 大1
1279 高木　帆風 ﾀｶｷﾞ ﾎﾉｶ 大2

8 順天堂大 706 嵯峨　　皐 ｻｶﾞ ｻﾂｷ 大1
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 696 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 大4

695 佐藤　佳奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 大4
702 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 大2

9 愛知教育大 876 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 大1
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 873 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 大2

870 平岩　桃夏 ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ 大4
872 小久保紗由佳 ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ 大3
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4組
0 立教大 332 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 大3

ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 329 稲田　真依 ｲﾅﾀﾞ ﾏｲ 大4
335 永山　瑛美 ﾅｶﾞﾔﾏ ｴｲﾐ 大2
339 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 大1

1 新潟医福大 914 出澤　美和 ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ 大3
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 922 深澤　　舞 ﾌｶｻﾜ ﾏｲ 大2

911 東山　由佳 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｶ 大4
916 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 大3

2 近畿大 1142 柳　あかね ﾔﾅｷﾞ ｱｶﾈ 大3
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1149 藤﨑　聖香 ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｶ 大1

1132 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 大4
1152 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 大1

3 山梨学院大 750 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 大2
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 743 奥田　百香 ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｶ 大4

746 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 大3
748 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 大2

4 中京大 807 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 大4
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 809 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 大4

822 武山　月美 ﾀｹﾔﾏ ﾂｷﾐ 大2
819 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 大3

5 日本体育大 135 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ 大2
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 122 石田　華子 ｲｼﾀﾞ ｶｺ 大4

131 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 大3
124 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大4

6 武庫川女子大 1064 仲野　優女 ﾅｶﾉ ﾕﾒ 大4
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 1073 吉岡　千尋 ﾖｼｵｶ ﾁﾋﾛ 大2

1069 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 大4
1066 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 大4

7 東海大 668 後藤　里織 ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 670 末　　陽香 ｽｴ ﾊﾙｶ 大3

667 奥山　瑞稀 ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大4
673 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 大2

8 鹿屋体育大 1442 川崎　涼夏 ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ 大4
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1444 五十嵐陽美 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ 大3

1443 大木場真由 ｵｵｺﾊﾞ ﾏﾕ 大4
1441 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 大4

9 関西大学 1246 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 大1
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1243 平田真依子 ﾋﾗﾀ ﾏｲｺ 大2

1245 喜來　夏純 ｷﾗｲ ｶｽﾐ 大1
1237 眞野　美佳 ﾏﾉ ﾐｶ 大4
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5組
0 日本女子体大 170 川村　果歩 ｶﾜﾑﾗ ｶﾎ 大1

ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 153 高橋　佳南 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 大4
163 黒岡　沙耶 ｸﾛｵｶ ｻﾔ 大3
160 清水　美沙 ｼﾐｽﾞ ﾐｻ 大3

1 専修大 458 中井てずか ﾅｶｲ ﾃｽﾞｶ 大4
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 463 斉藤　亜未 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 大1

464 落合すみれ ｵﾁｱｲ ｽﾐﾚ 大1
465 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 大1

2 大阪体育大 1004 岡田実優里 ｵｶﾀﾞ ﾐﾕﾘ 大2
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1000 田代　真子 ﾀｼﾛ ﾏｺ 大3

995 大西　迪瑠 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ 大4
994 藤田紗矢香 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ 大4

3 筑波大 408 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 413 岸　　愛弓 ｷｼ ｱﾕﾐ 大3

419 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 大1
405 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 大4

4 法政大 38 白井早弥香 ｼﾗｲ ｻﾔｶ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 49 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 大1

55 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 大1
52 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 大1

5 明治大 380 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 376 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 大4

377 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 大3
378 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 大3

6 天理大学 1212 岸部　　暉 ｷｼﾍﾞ ｱｷﾗ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1204 澁谷　芽実 ｼﾌﾞﾔ ﾒｲﾐ 大4

1220 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 大2
1210 西野　美妃 ﾆｼﾉ ﾐｷ 大3

7 同志社大 1181 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 大2
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1179 阿部　　渚 ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ 大3

1180 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 大3
1182 石井　千尋 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 大2

8 青山学院大 439 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 大3
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 437 池　　言乃 ｲｹ ｺﾄﾉ 大4

445 髙津　奈々 ﾀｶﾂ ﾅﾅ 大1
438 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 大3

9 桐蔭横浜大 767 山本　知佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ 大4
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 766 廣橋　海結 ﾋﾛﾊｼ ﾐﾕ 大4

769 若狭向日葵 ﾜｶｻ ﾋﾏﾜﾘ 大3
768 古知屋美汐 ｺﾁﾔ ﾐｼｵ 大4
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