
第６１回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  7 女子   4x100m   フリーリレー   タイム決勝   5組   中学記録  3:43.79
  大会記録  3:56.10

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 捜真 273 釜付　朋佳 ｶﾏﾂｷ ﾄﾓｶ 中3
ｿｳｼﾝ 中学 275 村尾　優菜 ﾑﾗｵ ﾕｳﾅ 中3

276 金子　怜愛 ｶﾈｺ ﾚｱ 中2
272 塙　　胡実 ﾊﾅﾜ ｸﾙﾐ 中3

3

4 雄新中 665 細川みなみ ﾎｿｶﾜ ﾐﾅﾐ 中3
ﾕｳｼﾝﾁｭｳ 中学 666 上甲　涼帆 ｼﾞｮｳｺｳ ｽｽﾞﾎ 中3

667 達川　夕愛 ﾀﾂｶﾜ ﾕｱ 中3
664 芝　　怜菜 ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ 中3

5

6 長岡南 368 山田　妃夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾒｶ 中3
ﾅｶﾞｵｶﾐﾅﾐ 中学 370 酒井　麻帆 ｻｶｲ ﾏﾎ 中2

369 岡地　陽子 ｵｶｼﾞ ﾖｳｺ 中3
367 諸里　日向 ﾓﾛｻﾄ ﾋﾅﾀ 中3

7

8 前原 166 岡田　環和 ｵｶﾀﾞ ｶﾝﾅ 中1
ﾏｴﾊﾞﾗ 中学 163 海老原千尋 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁﾋﾛ 中2

162 田中　彩女 ﾀﾅｶ ｱﾔﾒ 中2
165 榎本　羽純 ｴﾉﾓﾄ ﾊｽﾐ 中1

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1

2

3 さいたま植竹 107 乾　ちひろ ｲﾇｲ ﾁﾋﾛ 中2
ｻｲﾀﾏｳｴﾀｹ 中学 104 中田　美咲 ﾅｶﾀﾞ ﾐｻｷ 中3

106 高根沢彩乃 ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 中2
105 蜂谷　晴奈 ﾊﾁﾔ ﾊﾅ 中3

4

5 越谷栄進 125 片桐　佑理 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾘ 中2
ｺｼｶﾞﾔｴｲｼ 中学 127 田中　彩愛 ﾀﾅｶ ｱﾔﾅ 中1

124 小林　望乃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾉ 中2
126 小金澤花璃 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾊﾅﾘ 中1

6

7 結城東 70 村山　　萌 ﾑﾗﾔﾏ ｷｻﾞｼ 中2
ﾕｳｷﾋｶﾞｼ 中学 69 高木　　恋 ﾀｶｷﾞ ﾚﾝ 中2

67 小島　琉愛 ｵｼﾞﾏ ﾙﾅ 中3
68 井上　茉優 ｲﾉｳｴ ﾏﾕｳ 中3

8

9 六角橋 280 梶ヶ谷梨々 ｶｼﾞｶﾞﾔ ﾘﾘ 中3
ﾛｯｶｸﾊﾞｼ 中学 281 梶ヶ谷菜々 ｶｼﾞｶﾞﾔ ﾅﾅ 中3

284 遠藤　叶実 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ 中1
282 城田　　楓 ｼﾛﾀ ｶｴﾃﾞ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 淑徳巣鴨 230 酒井　梨佑 ｻｶｲ ﾘﾕ 中1

ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 中学 229 鮎澤　愛子 ｱﾕｻﾜ ｱｲｺ 中2
227 川澄　直子 ｶﾜｽﾐ ﾅｵｺ 中2
233 伊藤湖衣乃 ｲﾄｳ ｺｲﾉ 中1

1

2 安佐中 646 横谷古都音 ﾖｺﾀﾆ ｺﾄﾈ 中2
ASA 中学 642 辻岡　瑠七 ﾂｼﾞｵｶ ﾙﾅ 中3

645 青山　　睦 ｱｵﾔﾏ ﾑﾂﾐ 中3
644 山本　優羽 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾜ 中3

3

4 日本女子大 330 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 中3
ﾆﾎﾝｼﾞｮｼ 中学 332 楢島沙也加 ﾅﾗｼﾏ ｻﾔｶ 中2

335 渡邊　レイ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 中2
331 萩原　彩友 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕ 中3

5

6 枚方四 549 中川　冴理 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｴﾘ 中1
ﾋﾗｶﾀ4 中学 548 坪井　虹彩 ﾂﾎﾞｲ ﾅﾅ 中1

545 梶本　幸花 ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ 中2
546 村嶌　優綺 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ 中2

7

8 常盤 248 成田　実生 ﾅﾘﾀ ﾐｵ 中3
ﾄｷﾜ 中学 250 荻野　冴花 ｵｷﾞﾉ ｻｴｶ 中3

252 駿藤　玲美 ｽﾝﾄｳ ﾚﾐ 中2
249 谷　ことみ ﾀﾆ ｺﾄﾐ 中3

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0

1 柏崎翔洋中等 385 小山　風香 ｺﾔﾏ ﾌｳｶ 中3
ｼｮｳﾖｳ 中学 387 吉田　愛璃 ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾘ 中3

384 樋口　更紗 ﾋｸﾞﾁ ｻﾗｻ 中3
388 田村　　心 ﾀﾑﾗ ｺｺﾛ 中2

2

3 稲田 326 関口なつみ ｾｷｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 中2
ｲﾅﾀﾞ 中学 327 茂木　　結 ﾓﾃｷ ﾕｲ 中2

325 池田　麗心 ｲｹﾀﾞ ﾘﾐ 中3
323 寺田　　桃 ﾃﾗﾀﾞ ﾓﾓ 中3

4

5 古河三 62 中澤　桃菜 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ 中1
ｺｶﾞｻﾝ 中学 61 小川　芽吹 ｵｶﾞﾜ ﾒﾌﾞｷ 中1

60 武田　蒼依 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 中2
59 中澤　心暖 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 中2

6

7 万騎が原 288 竹内　若葉 ﾀｹｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 中3
ﾏｷｶﾞﾊﾗ 中学 290 鈴木　結蘭 ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 中2

291 杉浦　藍桜 ｽｷﾞｳﾗ ｱｲﾗ 中1
287 瀬原田　凛 ｾﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ 中3

8

9 南八下 568 阪井　葵心 ｻｶｲ ｱｵｲ 中1
ﾐﾅﾐﾔｼﾓ 中学 567 川端　優衣 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ 中2

566 青山　紗也 ｱｵﾔﾏ ｻﾔ 中3
565 阪井　優心 ｻｶｲ ﾕｳ 中3
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  大会記録  3:56.10

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 城端中学校 404 中嶋　　碧 ﾅｶｼﾏ ｱｵ 中2

ｼﾞｮｳﾊﾅﾁｭｳ 中学 405 中嶋　　優 ﾅｶｼﾏ ﾕｳ 中2
408 大西　琴葉 ｵｵﾆｼ ｺﾄﾊ 中1
403 安達　桜子 ｱﾀﾞﾁ ｻｸﾗｺ 中3

1

2 伊奈小針 147 髙橋　彩加 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 中3
ｲﾅｺﾊﾞﾘ 中学 145 二宮　歩希 ﾆﾉﾐﾔ ﾎﾏﾚ 中3

148 西潟　莉来 ﾆｼｶﾞﾀ ﾘｺ 中2
144 納見きらら ﾉｳﾐ ｷﾗﾗ 中3

3

4 川和 310 木所美音楽 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾞｵﾗ 中3
ｶﾜﾜ 中学 309 戸津川莉央 ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ 中3

312 鈴木　　優 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 中2
313 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 中2

5

6 武蔵野中 219 菅野　凜香 ｶﾝﾉ ﾘﾝｶ 中1
ﾑｻｼﾉ 中学 217 藤田向日葵 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ 中2

214 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 中3
215 岡　　美憂 ｵｶ ﾐｳ 中2

7

8 湘洋 354 先川原幸奈 ｻｷｶﾞﾜﾗ ｺﾅ 中3
ｼｮｳﾖｳ 中学 357 窪沢　杏南 ｸﾎﾞｻﾜ ｱﾝﾅ 中1

356 小林久奈乃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾉ 中1
355 宇野　海音 ｳﾉ ｱﾏﾈ 中2

9
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