
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. 17 女子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  4:04.11
大会記録  4:13.32

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 志段味 458 村瀬　紗良 ﾑﾗｾ ｻﾗ 中3
ｼﾀﾞﾐ 中学 460 増田　早優 ﾏｽﾀﾞ ｻﾔ 中2

459 朝田　莉宇 ｱｻﾀﾞ ﾘｳ 中3
461 芳賀　真咲 ﾊｶﾞ ﾐｻｷ 中1

4

5 静岡東 429 堤　結希乃 ﾂﾂﾐ ﾕｷﾉ 中2
ﾄｳﾁｭｳ 中学 427 後藤　百萌 ｺﾞﾄｳ ﾓﾓ 中3

428 山内　美紅 ﾔﾏｳﾁ ﾐｸ 中2
426 鈴木　花英 ｽｽﾞｷ ﾊﾅｴ 中3

6

7 歌敷山 606 岩﨑　心美 ｲﾜｻｷ ｺｺﾐ 中1
ｳﾀｼｷﾔﾏ 中学 603 井村　凪瀬 ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ 中3

605 西尾　柚乃 ﾆｼｵ ﾕｽﾞﾉ 中1
602 原田　莉沙 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｻ 中3

8

9 前原 163 海老原千尋 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁﾋﾛ 中2
ﾏｴﾊﾞﾗ 中学 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
166 岡田　環和 ｵｶﾀﾞ ｶﾝﾅ 中1
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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. 17 女子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  4:04.11
大会記録  4:13.32

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1

2 椙山女学園中 442 加藤　めい ｶﾄｳ ﾒｲ 中2
SUGIYAMA 中学 443 恒川　小春 ﾂﾈｶﾜ ｺﾊﾙ 中2

441 長嶋　心咲 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｻｷ 中2
440 澁谷枝実鈴 ｼﾌﾞﾔ ｴﾐﾘ 中3

3

4 長岡宮内 372 藤原　葵衣 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 中2
ﾐﾔｳﾁ 中学 374 渡邉　　瑛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ 中2

371 松山　陽穂 ﾏﾂﾔﾏ ｱｷﾎ 中3
375 梶山　桃菜 ｶｼﾞﾔﾏ ﾓﾓﾅ 中1

5

6 陽北 73 新タ　愛友 ﾆｯﾀ ｱﾕ 中3
ﾖｳﾎｸ 中学 74 中島　彩音 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾈ 中3

76 渡辺　美季 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 中3
75 黒田　涼音 ｸﾛﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 中3

7

8 天理中 615 細川あすか ﾎｿｶﾜ ｱｽｶ 中2
ﾃﾝﾘ 中学 614 奈良　結愛 ﾅﾗ ﾕﾏ 中2

612 谷　　清美 ﾀﾆ ｷﾖﾐ 中3
611 西尾　　渚 ﾆｼｵ ﾅｷﾞｻ 中3

9
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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. 17 女子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  4:04.11
大会記録  4:13.32

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 枚方四 545 梶本　幸花 ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾁｶ 中2
ﾋﾗｶﾀ4 中学 547 上原世理奈 ｳｴﾊﾗ ｾﾘﾅ 中2

549 中川　冴理 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｴﾘ 中1
546 村嶌　優綺 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ 中2

2

3 淑徳巣鴨 231 増子　　楽 ﾏｽｺ ｻｻ 中1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 中学 230 酒井　梨佑 ｻｶｲ ﾘﾕ 中1

229 鮎澤　愛子 ｱﾕｻﾜ ｱｲｺ 中2
228 菊川　杏奈 ｷｸｶﾜ ｱﾝﾅ 中2

4

5 大体大浪商中 524 六路木あさ美 ﾛｸﾛｷﾞ ｱｻﾐ 中2
ﾅﾐｼｮｳﾁｭｳ 中学 525 篠原　凜子 ｼﾉﾊﾗ ﾘｺ 中2

526 中谷　夏萌 ﾅｶﾀﾆ ｶﾎ 中2
521 国本　海梨 ｸﾆﾓﾄ ｶｲﾘ 中3

6

7 春日部共栄 95 金井　梨奈 ｶﾅｲ ﾘﾅ 中3
ｷｮｳｴｲ 中学 97 横田宇佐子 ﾖｺﾀ ｳｻｺ 中3

98 鈴木もなみ ｽｽﾞｷ ﾓﾅﾐ 中2
96 戸田　風花 ﾄﾀﾞ ﾌｳｶ 中3

8

9 岩見沢光陵 3 本堂うらら ﾎﾝﾄﾞｳ ｳﾗﾗ 中3
ｺｳﾘｮｳ 中学 4 古川　愛椛 ﾌﾙｶﾜ ﾏﾅｶ 中3

6 猪股　颯響 ｲﾉﾏﾀ ｻﾂｷ 中2
5 永坂　優花 ﾅｶﾞｻｶ ﾕｳｶ 中2
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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. 17 女子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  4:04.11
大会記録  4:13.32

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 安佐中 643 津村　美月 ﾂﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 中3

ASA 中学 644 山本　優羽 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾜ 中3
645 青山　　睦 ｱｵﾔﾏ ﾑﾂﾐ 中3
646 横谷古都音 ﾖｺﾀﾆ ｺﾄﾈ 中2

1

2 倉敷南 635 中村　陽菜 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾅ 中3
ｸﾗｼｷﾐﾅﾐ 中学 637 中村　美羽 ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 中2

636 岡田　来幸 ｵｶﾀﾞ ｺﾕｷ 中2
634 岸田　美久 ｷｼﾀﾞ ﾐｸ 中3

3

4 伊奈小針 145 二宮　歩希 ﾆﾉﾐﾔ ﾎﾏﾚ 中3
ｲﾅｺﾊﾞﾘ 中学 149 湯浅　美音 ﾕｱｻ ﾐｵ 中2

146 須賀　小遥 ｽｶ ｺﾊﾙ 中3
147 髙橋　彩加 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 中3

5

6 古河三 60 武田　蒼依 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 中2
ｺｶﾞｻﾝ 中学 59 中澤　心暖 ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ 中2

61 小川　芽吹 ｵｶﾞﾜ ﾒﾌﾞｷ 中1
62 中澤　桃菜 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓﾅ 中1

7

8 雄新中 664 芝　　怜菜 ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ 中3
ﾕｳｼﾝﾁｭｳ 中学 667 達川　夕愛 ﾀﾂｶﾜ ﾕｱ 中3

665 細川みなみ ﾎｿｶﾜ ﾐﾅﾐ 中3
666 上甲　涼帆 ｼﾞｮｳｺｳ ｽｽﾞﾎ 中3

9
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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. 17 女子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  4:04.11
大会記録  4:13.32

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0

1 常盤 252 駿藤　玲美 ｽﾝﾄｳ ﾚﾐ 中2
ﾄｷﾜ 中学 250 荻野　冴花 ｵｷﾞﾉ ｻｴｶ 中3

251 村上ゆりな ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘﾅ 中2
249 谷　ことみ ﾀﾆ ｺﾄﾐ 中3

2

3 城端中学校 408 大西　琴葉 ｵｵﾆｼ ｺﾄﾊ 中1
ｼﾞｮｳﾊﾅﾁｭｳ 中学 404 中嶋　　碧 ﾅｶｼﾏ ｱｵ 中2

405 中嶋　　優 ﾅｶｼﾏ ﾕｳ 中2
403 安達　桜子 ｱﾀﾞﾁ ｻｸﾗｺ 中3

4

5 武蔵野中 214 竹澤　瑠珂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ 中3
ﾑｻｼﾉ 中学 217 藤田向日葵 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾏﾘ 中2

219 菅野　凜香 ｶﾝﾉ ﾘﾝｶ 中1
215 岡　　美憂 ｵｶ ﾐｳ 中2

6

7 結城東 69 高木　　恋 ﾀｶｷﾞ ﾚﾝ 中2
ﾕｳｷﾋｶﾞｼ 中学 68 井上　茉優 ｲﾉｳｴ ﾏﾕｳ 中3

67 小島　琉愛 ｵｼﾞﾏ ﾙﾅ 中3
70 村山　　萌 ﾑﾗﾔﾏ ｷｻﾞｼ 中2

8

9 日本女子大 335 渡邊　レイ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 中2
ﾆﾎﾝｼﾞｮｼ 中学 330 山内　真凛 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘﾝ 中3

331 萩原　彩友 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾕ 中3
332 楢島沙也加 ﾅﾗｼﾏ ｻﾔｶ 中2
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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. 17 女子   4x100m   メドレーリレー   タイム決勝   6組 中学記録  4:04.11
大会記録  4:13.32

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 刈谷南 474 平井　裕希 ﾋﾗｲ ﾕｳｷ 中1

ｶﾘﾔﾐﾅﾐ 中学 471 三木　奏葉 ﾐｷ ｶﾅﾊ 中3
473 平井　瑞希 ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ 中3
472 松長　亜実 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾐ 中3

1

2 さい大砂土 111 園部ゆあら ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ 中2
ｵｵｻﾄﾁｭｳ 中学 110 角野　真柚 ｶﾄﾞﾉ ﾏﾕｳ 中3

112 岡崎俐央菜 ｵｶｻﾞｷ ﾘﾖﾅ 中2
109 小沢　美羽 ｵｻﾞﾜ ﾐｳ 中3

3

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

313 児玉　海生 ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ 中2
311 加藤　莉桜 ｶﾄｳ ﾘｵ 中2

5

6 柏崎翔洋中等 384 樋口　更紗 ﾋｸﾞﾁ ｻﾗｻ 中3
ｼｮｳﾖｳ 中学 385 小山　風香 ｺﾔﾏ ﾌｳｶ 中3

386 牧口　夢恋 ﾏｷｸﾞﾁ ﾕﾒｺ 中3
387 吉田　愛璃 ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾘ 中3

7

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

9
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