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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 和泉 717 川崎　優杏 ｶﾜｻｷ ﾕｳｱ 中3
ｲｽﾞﾐ 中学 721 西山　　萌 ﾆｼﾔﾏ ﾒｲ 中2

720 黒川　桃花 ｸﾛｶﾜ ﾓﾓｶ 中3
719 久野日菜乃 ｸﾉ ﾋﾅﾉ 中3

4 富士 138 菊井　心菜 ｷｸｲ ｺｺﾅ 中2
ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 134 鈴木麻咲美 ｽｽﾞｷ ｱｻﾐ 中3

136 海老根　凛 ｴﾋﾞﾈ ﾘﾝ 中2
137 髙橋　　華 ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ 中2

5 前橋第五 85 須永ひとは ｽﾅｶﾞ ﾋﾄﾊ 中1
ﾏｴﾊﾞｼ5 中学 84 井出　梨愛 ｲﾃﾞ ﾘｱｲ 中2

83 荻野　萌子 ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ 中2
86 角　　彩綾 ｽﾐ ｻｱﾔ 中1
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2組
0 西中原 388 大羽こはる ｵｵﾊﾞ ｺﾊﾙ 中2

ﾆｼﾅｶﾊﾗ 中学 387 塚田　有生 ﾂｶﾀﾞ ｳｲ 中2
389 福田　恵唯 ﾌｸﾀﾞ ﾒｲ 中2
391 猪狩　瑚音 ｲｶﾞﾘ ｺﾄ 中2

1 群馬大附属 87 桑原　希望 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 中3
ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 中学 88 熊木　杏菜 ｸﾏｷ ｱﾝﾅ 中3

89 田村　純令 ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ 中3
90 武井　　優 ﾀｹｲ ﾕｳ 中2

2 新曽 153 榎　　萌花 ｴﾉｷ ﾓｴｶ 中2
ﾄﾀﾞﾆｲｿﾞ 中学 155 青木　結愛 ｱｵｷ ﾕｲｱ 中2

156 小牧　彩音 ｺﾏｷ ｱﾔﾈ 中1
154 山崎　新奈 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆｲﾅ 中2

3 武蔵野 264 髙橋　彩巴 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾊ 中3
ﾑｻｼﾉ 中学 265 川井　玲乃 ｶﾜｲ ﾚﾉ 中3

266 秋原　埜安 ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ 中2
267 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 中1

4 田奈 354 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 中2
ﾖｺﾊﾏﾀﾅ 中学 352 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 中2

353 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 中2
355 岩永　愛加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏﾅｶ 中2

5 江陽 418 本間　七夏 ﾎﾝﾏ ﾅﾅｶ 中2
ｺｳﾖｳ 中学 421 青木　莉暖 ｱｵｷ ﾘﾉ 中1

419 中村みなみ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 中2
417 升水優莉果 ﾏｽﾐｽﾞ ﾕﾘｶ 中2

6 池袋 286 岡﨑　友愛 ｵｶｻﾞｷ ﾕｱ 中3
ｲｹﾌﾞｸﾛ 中学 287 小牧　璃音 ｺﾏｷ ﾘｵﾝ 中2

288 高久　莉歩 ﾀｶｸ ﾘﾎ 中2
285 柳原　　咲 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｻｷ 中3

7 横浜港南 344 大矢　羽奏 ｵｵﾔ ﾜｶﾅ 中2
ﾖｺﾊﾏｺｳﾅﾝ 中学 342 永翁　悠夏 ﾅｶﾞｵｻ ﾕｳｶ 中3

341 武野　月咲 ﾀｹﾉ ﾂｶｻ 中3
343 岩崎　光姫 ｲﾜｻｷ ﾐﾂｷ 中2

8 関西大学第一 674 高橋　美有 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 中2
ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 中学 671 坂井　未来 ｻｶｲ ﾐﾗｲ 中3

672 関　佳那子 ｾｷ ｶﾅｺ 中3
670 吉井萌萌花 ﾖｼｲ ﾓﾓｶ 中3
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3組
0 附属坂出 830 秋山　海音 ｱｷﾔﾏ ｱﾏﾈ 中1

ﾌｿﾞｸｻｶｲﾃ 中学 829 西川　　葵 ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ 中2
828 吉田　　恵 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 中2
827 林　　叶華 ﾊﾔｼ ｷｮｳｶ 中3

1 城東 26 髙橋　　凛 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 中1
ｼﾞｮｳﾄｳ 中学 24 山元　結心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾖ 中2

22 上村　彩夏 ｳｴﾑﾗ ｱﾔｶ 中3
23 石井　胡春 ｲｼｲ ｺﾊﾙ 中3

2 中川西 359 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中3
ﾅｶｶﾞﾜﾆｼ 中学 362 藤原　　杏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾓﾓ 中2

358 森田　悠花 ﾓﾘﾀ ﾊﾙｶ 中3
360 内野　初紀 ｳﾁﾉ ﾊﾂｷ 中3

3 県立浜松西 550 山田　茅帆 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 中3
ﾊﾏﾆｼ 中学 553 秋山　紗希 ｱｷﾔﾏ ｻｷ 中2

552 尾上　夏野 ｵﾉｳｴ ﾅﾉ 中2
549 鈴木　杏奈 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 中3

4 藤村女子 232 小林　史奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾅ 中3
ﾌｼﾞﾑﾗ 中学 233 楠田　夢乃 ｸｽﾀﾞ ﾕﾒﾉ 中2

231 渥美　千穂 ｱﾂﾐ ﾁﾎ 中3
230 堀籠ひなた ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾅﾀ 中3

5 春日部共栄 110 金井　梨奈 ｶﾅｲ ﾘﾅ 中1
ｷｮｳｴｲ 中学 107 原　　和奏 ﾊﾗ ﾜｶﾅ 中3

108 神田　紗来 ｶﾝﾀﾞ ｻﾗ 中2
109 佐藤　瑠夏 ｻﾄｳ ﾙﾅ 中2

6 目黒日大 270 蜂屋　陽萌 ﾊﾁﾔ ﾐﾓ 中1
ﾒｸﾞﾛNU 中学 269 古舘　葵瑚 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｱｺ 中3

268 斉藤　李恋 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 中3
271 遠藤　真千 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾁ 中1

7 長岡東北 462 多田　茉凛 ﾀﾀﾞ ﾏﾘﾝ 中2
ﾅｶﾞｵｶﾄｳﾎ 中学 461 金山　愛花 ｶﾅﾔﾏ ﾏﾅｶ 中3

460 吉原　涼花 ﾖｼﾊﾗ ｽｽﾞｶ 中3
459 遠山こまち ﾄｵﾔﾏ ｺﾏﾁ 中3

8 杉 705 伊藤　陽菜 ｲﾄｳ ﾊﾙﾅ 中2
ｽｷﾞ 中学 704 飯坂　桃愛 ｲｲｻｶ ﾓﾓｱ 中2

707 結城　杏奈 ﾕｳｷ ｱﾝﾅ 中2
706 中林　紗菜 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻﾅ 中2
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4組
0 天理 764 川西　沙季 ｶﾜﾆｼ ｻｷ 中3

ﾃﾝﾘ 中学 767 佐渡　聖羅 ｻﾜﾀﾘ ｾｲﾗ 中2
765 南田　柚羽 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 中3
769 谷　　清美 ﾀﾆ ｷﾖﾐ 中1

1 千里丘 698 鯉沼　芙朱 ｺｲﾇﾏ ﾌﾐ 中2
ｾﾝﾘｵｶ 中学 696 山本　　里 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄ 中3

699 島田　実季 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 中2
695 松尾　佳凛 ﾏﾂｵ ｶﾘﾝ 中3

2 附属桃山 649 佐藤　来海 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 中3
ﾌｿﾞｸﾓﾓﾔﾏ 中学 652 宮崎　未優 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾕｳ 中2

650 栗木茉莉香 ｸﾘｷ ﾏﾘｶ 中3
651 立原　美波 ﾀﾃﾊﾗ ﾐﾅﾐ 中2

3 田島 117 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中3
ｻｲﾀﾏﾀｼﾞﾏ 中学 120 柴田　結衣 ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ 中1

118 星野　真美 ﾎｼﾉ ﾏﾐ 中3
119 藤谷　　操 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾐｻｵ 中1

4 淑徳巣鴨 279 荒木　祥花 ｱﾗｷ ﾖｼｶ 中1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 中学 275 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中3

277 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 中3
278 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 中2

5 鵠沼 427 伊東　真輝 ｲﾄｳ ﾏｷ 中3
ｸｹﾞﾇﾏ 中学 428 森下　夏蓮 ﾓﾘｼﾀ ｶﾚﾝ 中3

430 伊藤百合香 ｲﾄｳ ﾕﾘｶ 中2
429 庄司　萌々 ｼｮｳｼﾞ ﾓﾓ 中3

6 瀬崎 150 内堀　瑠璃 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾙﾘ 中2
ｿｳｶｾｻﾞｷ 中学 149 大塚　美怜 ｵｵﾂｶ ﾐﾚｲ 中2

151 笹﨑　実希 ｻｻｻﾞｷ ﾐｷ 中2
152 櫻井　双葉 ｻｸﾗｲ ﾌﾀﾊﾞ 中2

7 蜆塚 559 平松　沙菜 ﾋﾗﾏﾂ ｻﾅ 中3
ｼｼﾞﾐﾂﾞｶ 中学 560 川村　純令 ｶﾜﾑﾗ ｽﾐﾚ 中1

558 大石　　京 ｵｵｲｼ ｷｮｳ 中3
557 根岸　碧葉 ﾈｷﾞｼ ｱｵﾊﾞ 中3

8 桐朋女子 281 近藤ジュン ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 中3
ﾄｳﾎｳｼﾞｮｼ 中学 282 大木　陽日 ｵｵｷ ﾊﾙｶ 中2

283 佐藤　友梨 ｻﾄｳ ﾕﾘ 中2
280 金　　智瑛 ｷﾑ ﾁﾖﾝ 中3

9 松任 500 中川　まお ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｵ 中3
ﾏｯﾄｳﾁｭｳ 中学 501 前多　理央 ﾏｴﾀﾞ ﾘｵ 中3

502 山中　寧音 ﾔﾏﾅｶ ﾈﾈ 中2
503 斉藤菜々子 ｻｲﾄｳ ﾅﾅｺ 中2
Page: 4/4 Printing: 2019/08/17 13:09:39

石  川

加　盟

埼  玉

東  京

神奈川

埼  玉

静  岡

東  京

奈  良

大  阪

京  都


