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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 山　形 112 小野　真愛 ｵﾉ ﾏｲ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 114 小原希々颯 ｵﾊﾞﾗ ﾉﾉｶ 中3

113 後藤　来未 ｺﾞﾄｳ ｸﾙﾐ 中3
115 松浦　百愛 ﾏﾂｳﾗ ﾄｱ 中3

2 新  潟 458 山﨑ひなた ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 459 高橋　実希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高1

462 山岸はるか ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｶ 中3
460 佐藤　　愛 ｻﾄｳ ｱｲ 高1

3 富　山 477 越智　夏織 ｵﾁ ｶｵﾘ 高1
ﾄﾔﾏ 475 川縁　　茜 ｶﾜﾍﾞﾘ ｱｶﾈ 高1

478 柳澤　　萌 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ 高1
480 平野　佐季 ﾋﾗﾉ ｻｷ 中3

4 大　阪 728 前川　瑠楓 ﾏｴｶﾜ ﾙｶ 高1
ｵｵｻｶ 732 曽我部菜々 ｿｶﾞﾍﾞ ﾅﾅ 中3

727 橋本　風夏 ﾊｼﾓﾄ ﾌｳｶ 高1
725 宇野　莉奈 ｳﾉ ﾘﾅ 高1

5 兵  庫 775 中澤　　葵 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 768 小阪　愛音 ｺｻｶ ｱﾏﾈ 高1

774 宮崎いぶき ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ 中3
771 片山　珠里 ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 中3

6 栃　木 196 赤羽沙也加 ｱｶﾊﾞﾈ ｻﾔｶ 中3
ﾄﾁｷﾞ 195 小林陽菜詩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ 高1

197 渡辺　楓愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾅ 中3
198 藤原　羽菜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾅ 中3

7 滋　賀 650 小島明日香 ｺｼﾞﾏ ｱｽｶ 高1
ｼｶﾞ 654 関谷　菊華 ｾｷﾔ ｷｸｶ 中3

652 木村　日咲 ｷﾑﾗ ﾋｻｷ 中3
651 兼田　真奈 ｶﾈﾀﾞ ﾏﾅ 高1

8 大　分 1041 若林　礼華 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 高1
ｵｵｲﾀ 1042 山中　すず ﾔﾏﾅｶ ｽｽﾞ 中3

1043 福島　心響 ﾌｸｼﾏ ｺｺﾈ 中3
1039 立山　青葉 ﾀﾃﾔﾏ ｱｵﾊﾞ 高1
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2組
0

1 青　森 48 野村　真滉 ﾉﾑﾗ ﾏﾎﾛ 高1
ｱｵﾓﾘ 49 福岡　　碧 ﾌｸｵｶ ｱｵ 中3

50 長谷川葉月 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 中3
51 山田　麗真 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾐ 中3

2 岐　阜 634 山田　陽月 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾂﾞｷ 中3
ｷﾞﾌ 中学 635 鍵谷　柚月 ｶｷﾞﾔ ﾕｽﾞｷ 中3

631 大川　日菜 ｵｵｶﾜ ﾋﾅ 中3
632 松﨑江里子 ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘｺ 中3

3 福  岡 980 三村はるな ﾐﾑﾗ ﾊﾙﾅ 中3
ﾌｸｵｶ 977 熊川　菜穂 ｸﾏｶﾞﾜ ﾅﾎ 中3

975 小山田季未 ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ 高1
978 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 中3

4 東　京 336 竹葉　智子 ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ 高1
ﾄｳｷｮｳ 340 藤縄　優花 ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ 中3

337 内藤　万愛 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ 高1
338 二宮　歌梨 ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ 中3

5 愛　知 590 芳村　りこ ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ 中3
ｱｲﾁ 589 石渡　　遥 ｲｼﾜﾀ ﾖｳ 中3

591 日極るりか ﾋﾂﾞﾒ ﾙﾘｶ 中3
586 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 高1

6 京　都 686 大野　幸咲 ｵｵﾉ ﾐｻｷ 高1
ｷｮｳﾄ 690 鍵本　彩夏 ｶｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 中3

691 辻出　詩子 ﾂｼﾞﾃﾞ ｳﾀｺ 中3
688 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 高1

7 長　野 431 佐藤　紫苑 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 高1
ﾅｶﾞﾉ 433 酒井　杏摘 ｻｶｲ ｱﾂﾞﾐ 中3

429 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 高1
430 田原麻里愛 ﾀﾊﾗ ﾏﾘｱ 高1

8 山　梨 407 河田　莉実 ｶﾜﾀ ﾘﾐ 中3
ﾔﾏﾅｼ 404 長澤　乙希 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ 高1

403 名取　未夏 ﾅﾄﾘ ﾐｶ 高1
405 長田　友唯 ｵｻﾀﾞ ﾕｲ 高1
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3組
0

1 茨  城 167 井田　真由 ｲﾀﾞ ﾏﾕ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 168 堀本　麻紘 ﾎﾘﾓﾄ ﾏﾋﾛ 高1

171 宮岡　萌衣 ﾐﾔｵｶ ﾒｲ 中3
170 中村　実夢 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 高1

2 鹿児島 1076 山下ひなた ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾀ 高1
ｶｺﾞｼﾏ 高校 1074 北薗　祐希 ｷﾀｿﾞﾉ ﾕｷ 高1

1075 後野　真衣 ｳｼﾛﾉ ﾏｲ 高1
1077 有村　咲希 ｱﾘﾑﾗ ｻｷ 高1

3 埼  玉 262 古俣　　桜 ｺﾏﾀ ｻｸﾗ 中3
ｻｲﾀﾏ 261 廣瀬　　碧 ﾋﾛｾ ｱｵｲ 中3

257 蓮原　愛実 ﾊｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ 高1
263 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中3

4 神奈川 380 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 379 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 高1

381 三井　愛梨 ﾐﾂｲ ｱｲﾘ 中3
382 兼松　さや ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ 中3

5 千　葉 296 笹生　舞琳 ｻｿｳ ﾏﾘﾝ 中3
ﾁﾊﾞ 293 谷口　真尋 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 高1

292 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 高1
297 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 中3

6 静　岡 545 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 高1
ｼｽﾞｵｶ 549 柴本　真衣 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾏｲ 中3

547 大塚　華蓮 ｵｵﾂｶ ｶﾚﾝ 中3
546 磯江月希乃 ｲｿｴ ﾂｷﾉ 中3

7 愛　媛 932 芝　　咲菜 ｼﾊﾞ ｻｷﾅ 中3
ｴﾋﾒ 931 掛水　舞梨 ｶｹﾐｽﾞ ﾏｲﾘ 高1

930 中岡亜依香 ﾅｶｵｶ ｱｲｶ 高1
928 井上　紗奈 ｲﾉｳｴ ｻﾅ 高1

8 香　川 892 津島　光希 ﾂｼﾏ ﾐﾂｷ 高1
ｶｶﾞﾜ 895 大井　希莉 ｵｵｲ ｷﾘ 中3

893 荒木　紗弥 ｱﾗｷ ｻﾔ 中3
896 會田　吉音 ｱｲﾀﾞ ﾖｼﾉ 中3
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