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スタートリスト
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

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

3 鵠沼 427 伊東　真輝 ｲﾄｳ ﾏｷ 中3
ｸｹﾞﾇﾏ 中学 431 久保寺伊呂波 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ｲﾛﾊ 中1

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

4 附属坂出 829 西川　　葵 ﾆｼｶﾜ ｱｵｲ 中2
ﾌｿﾞｸｻｶｲﾃ 中学 828 吉田　　恵 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 中2

825 荒木　紗弥 ｱﾗｷ ｻﾔ 中3
827 林　　叶華 ﾊﾔｼ ｷｮｳｶ 中3

5 歌敷山 751 原田　莉沙 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｻ 中1
ｳﾀｼｷﾔﾏ 中学 752 井村　凪瀬 ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ 中1

753 田村　朱里 ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ 中1
749 片山　珠里 ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 中3

6 城南静岡 523 澤本　瑠衣 ｻﾜﾓﾄ ﾙｲ 中2
Jｼｽﾞｵｶ 中学 522 佐藤　真希 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 中3

524 兵藤　茉羽 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏﾉﾊ 中1
525 大石　胡香 ｵｵｲｼ ｺﾉｶ 中1

7

8

9
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2組
0 拝島 314 花木　愛海 ﾊﾅｷ ｱｲﾐ 中2

ﾊｲｼﾞﾏ 中学 313 山田　　聖 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 中3
316 長谷川朱里 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾘ 中1
315 小嶋　佑咲 ｺｼﾞﾏ ﾕﾗ 中2

1 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 341 武野　月咲 ﾀｹﾉ ﾂｶｻ 中3

340 小林　春花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 中3
343 岩崎　光姫 ｲﾜｻｷ ﾐﾂｷ 中2

2 川和 372 戸津川莉央 ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ 中1
ｶﾜﾜ 中学 373 木所美音楽 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ 中1

370 稲田　紗彩 ｲﾅﾀﾞ ｻｱﾔ 中3
371 船生　和花 ﾌﾆｭｳ ﾜｶ 中2

3 池袋 286 岡﨑　友愛 ｵｶｻﾞｷ ﾕｱ 中3
ｲｹﾌﾞｸﾛ 中学 289 伊東　真穂 ｲﾄｳ ﾏﾎ 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

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 江陽 419 中村みなみ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 中2
ｺｳﾖｳ 中学 418 本間　七夏 ﾎﾝﾏ ﾅﾅｶ 中2

417 升水優莉果 ﾏｽﾐｽﾞ ﾕﾘｶ 中2
421 青木　莉暖 ｱｵｷ ﾘﾉ 中1

6 住吉 381 栗田　彩子 ｸﾘﾀ ｱﾔｺ 中3
ｽﾐﾖｼ 中学 383 小畠優々美 ｵﾊﾞﾀｹ ﾕﾕﾐ 中2

380 今　　春佳 ｺﾝ ﾊﾙｶ 中3
382 光﨑　　陽 ﾐﾂｻﾞｷ ﾊﾙ 中2

7 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

8 富田 814 村田　早希 ﾑﾗﾀ ｻｷ 中3
ﾄﾝﾀﾞ 中学 818 國久　栞奈 ｸﾆﾋｻ ｶﾝﾅ 中1

816 宮川　真凪 ﾐﾔｶﾜ ﾏﾅ 中3
817 煙草谷さくら ﾀﾊﾞｺﾀﾆ ｻｸﾗ 中2

9 城山 542 浅井　莉子 ｱｻｲ ﾘｺ 中3
ｲﾜﾀｼﾛﾔﾏ 中学 543 石原　　恵 ｲｼﾊﾗ ｹｲ 中3

544 豊田　琉愛 ﾄﾖﾀﾞ ﾙﾅ 中2
541 奥村　彩花 ｵｸﾑﾗ ｻｲｶ 中3
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3組
0 天理 764 川西　沙季 ｶﾜﾆｼ ｻｷ 中3

ﾃﾝﾘ 中学 766 平山　莉未 ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾐ 中3
769 谷　　清美 ﾀﾆ ｷﾖﾐ 中1
767 佐渡　聖羅 ｻﾜﾀﾘ ｾｲﾗ 中2

1 八代第二 902 松本　結菜 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ 中2
ﾔﾂｼﾛﾆﾁｭｳ 中学 904 門坂　美柚 ｶﾄﾞｻｶ ﾐﾕ 中2

899 長森　流楓 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾙｶ 中3
900 高妻　亜依 ｺｳﾂﾞﾏ ｱｲ 中3

2 潮南 613 直江とう子 ﾅｵｴ ﾄｳｺ 中2
ﾁｮｳﾅﾝ 中学 611 谷口　　華 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾅ 中2

612 平野　愛海 ﾋﾗﾉ ｱﾐ 中2
610 奥村　花梨 ｵｸﾑﾗ ｶﾘﾝ 中2

3 深川第三 255 松井　桜子 ﾏﾂｲ ｻｸﾗｺ 中3
ﾌｶｶﾞﾜ3 中学 253 南雲　陽菜 ﾅｸﾞﾓ ﾋﾅ 中3

257 飯島　夕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 中3
254 有川　萌結 ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ 中3

4 田奈 353 鈴木　彩心 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ 中2
ﾖｺﾊﾏﾀﾅ 中学 352 本島　桜空 ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ 中2

355 岩永　愛加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏﾅｶ 中2
354 鈴木　琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 中2

5 春日部共栄 108 神田　紗来 ｶﾝﾀﾞ ｻﾗ 中2
ｷｮｳｴｲ 中学 112 横田宇佐子 ﾖｺﾀ ｳｻｺ 中1

110 金井　梨奈 ｶﾅｲ ﾘﾅ 中1
109 佐藤　瑠夏 ｻﾄｳ ﾙﾅ 中2

6 県立浜松西 554 廣橋　侑花 ﾋﾛﾊｼ ﾕｶ 中1
ﾊﾏﾆｼ 中学 552 尾上　夏野 ｵﾉｳｴ ﾅﾉ 中2

553 秋山　紗希 ｱｷﾔﾏ ｻｷ 中2
550 山田　茅帆 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 中3

7 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

8 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

9 城東 26 髙橋　　凛 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 中1
ｼﾞｮｳﾄｳ 中学 23 石井　胡春 ｲｼｲ ｺﾊﾙ 中3

22 上村　彩夏 ｳｴﾑﾗ ｱﾔｶ 中3
24 山元　結心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾖ 中2
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4組
0 群馬大附属 92 上田　寧央 ｳｴﾀﾞ ﾈｵ 中2

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 中学 91 八木　佑月 ﾔｷﾞ ﾕﾂｷ 中2
88 熊木　杏菜 ｸﾏｷ ｱﾝﾅ 中3
87 桑原　希望 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾐ 中3

1 福岡 13 山崎　有紀 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷ 中1
ﾌｸｵｶ 中学 12 千葉　彩佳 ﾁﾊﾞ ｱﾔｶ 中3

11 酒井　夏実 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 中3
10 福田　明里 ﾌｸﾀﾞ ｱｶﾘ 中3

2 帝京大可児 620 今井　晴菜 ｲﾏｲ ﾊﾙﾅ 中3
ﾃｲｷｮｳｶﾆﾁ 中学 619 鍵谷　柚月 ｶｷﾞﾔ ﾕﾂﾞｷ 中3

616 松崎江里子 ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘｺ 中3
618 加藤　智夏 ｶﾄｳ ﾄﾓｶ 中3

3 守山南 633 渡邊ひまり ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾏﾘ 中3
ﾓﾘﾔﾏﾐﾅﾐ 中学 634 関谷　菊華 ｾｷﾔ ｷｸｶ 中3

636 佐竹舞奈美 ｻﾀｹ ﾏﾅﾐ 中1
635 渡邊　悠乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾉ 中1

4 淑徳巣鴨 277 徳永　結夢 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ 中3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 中学 278 飯田　愛心 ｲｲﾀﾞ ｱｺ 中2

276 今野　遥陽 ｺﾝﾉ ﾊﾙﾋ 中3
275 椛島　千尋 ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 中3

5 柏崎翔洋中等 476 三井田萌愛 ﾐｲﾀﾞ ﾓｱ 中2
ｼｮｳﾖｳ 中学 477 小山　風香 ｺﾔﾏ ﾌｳｶ 中1

475 山岸はるか ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｶ 中3
478 吉田　愛璃 ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾘ 中1

6 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 83 荻野　萌子 ｵｷﾞﾉ ﾓｴｺ 中2

84 井出　梨愛 ｲﾃﾞ ﾘｱｲ 中2
86 角　　彩綾 ｽﾐ ｻｱﾔ 中1

7 刈谷南 588 松長　亜実 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾐ 中1
ｶﾘﾔﾐﾅﾐ 中学 587 三木　奏葉 ﾐｷ ｶﾅﾊ 中1

589 平井　瑞希 ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ 中1
586 高橋　美羽 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 中3

8 富士 134 鈴木麻咲美 ｽｽﾞｷ ｱｻﾐ 中3
ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 135 中村　光来 ﾅｶﾑﾗ ﾐｸ 中2

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

9 結城東 57 鈴木　紗英 ｽｽﾞｷ ｻｴ 中3
ﾕｳｷﾋｶﾞｼ 中学 56 赤木　美緒 ｱｶｷﾞ ﾐｵ 中3

55 宮岡　萌衣 ﾐﾔｵｶ ﾒｲ 中3
58 小島　琉愛 ｵｼﾞﾏ ﾙﾅ 中1
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