
水球　区分 【c】

club 広島水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

黒野　来奈 クロノ　ラナ 6637

新本　帆乃香 ニイモト　ホノカ 6638

山音　瑠那 ヤマオト　ルナ 6639

斎藤　真里菜 サイトウ　マリナ 6640

箕迫　怜奈 ミイサコ　レナ 6641

大本　莉央 オオモト　リオ 6642

開　亜友結 ヒラキ　アユム 6643

東原　心結 トウハラ　ミユウ 6644

牧野　晴渚 マキノ　ハルナ 6645

club 名古屋ウォーターポロクラブ

氏名 フリガナ 選手番号

井上　遥菜 イノウエ　ハルナ 6646

小山　果歩 コヤマ　カホ 6647

兵藤　世理 ヒョウドウ　セリ 6648

尾出　陽菜 オデ　ハルナ 6649

杉本　らいむ スギモト　ライム 6650

平井　華夏 ヒライ　ハナカ 6651

奥岡　飛沫 オクオカ　シブキ 6652

平井　鈴花 ヒライ　スズカ 6653

守谷　雛 モリヤ　ヒナ 6654

宮下　幸芽 ミヤシタ　コウメ 6655

恒川　小春 ツネカワ　コハル 6656

川上　紗璃 カワカミ　サリ 6657

木村　汐里 キムラ　シオリ 6658

club 長崎水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

竹内　芽 タケウチ　メイ 6659

垣見　京香 カキミ　キョウカ 6660

松尾　日菜 マツオ　ヒナ 6661

平川　瑠唯 ヒラカワ　ルイ 6662

遊佐　楓 ユサ　カエデ 6663

大平　瑞菩 オオヒラ　ミズホ 6664

竹内　萌 タケウチ　モエ 6665

前田　梨菜 マエダ　リナ 6666



水球　区分 【c】

club 原田学園スイミングスクール

氏名 フリガナ 選手番号

濱田　光琉 ハマダ　ヒカル 6667

別府　林瑚 ベップ　リンコ 6668

山下　桃子 ヤマシタ　モモコ 6669

長澤　友里 ナガサワ　ユリ 6670

簗瀬　紗采 ヤナセ　ササイ 6671

花園　莉帆 ハナゾノ　リホ 6672

花井　こころ ハナイ　ココロ 6673

福田　星香 フクダ　ショウカ 6674

藤田　心音 フジタ　ココネ 6675

club トリトン兵庫水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

末澤　優菜 スエザワ　ユウナ 6676

中尾　碧来 ナカオ　ミク 6677

松村　果穏 マツムラ　カノン 6678

佐野　陽 サノ　ハル 6679

松浦　楓 マツウラ　カエデ 6680

枦　あずな ハゼ　アズナ 6681

住宮　百香 スミミヤ　モモカ 6682

佐藤　留里 サトウ　ルリ 6683

田中　捺付季 タナカ　ナツキ 6684

club ブルボンウォーターポロクラブ柏崎

氏名 フリガナ 選手番号

柳森　海緒 ヤナギモリ　ミオ 6685

栗林　陽華 クリバヤシ　ハルカ 6686

中村　色温 ナカムラ　シオン 6687

佐藤　由依 サトウ　ユイ 6688

山田　果林 ヤマダ　カリン 6689

小林　來花 コバヤシ　ライカ 6690

武石　絢羽 タケイシ　アヤハ 6691

牧　璃杏 マキ　リアン 6692

三宮　葵 サングウ　アオイ 6693

青栁　歩 アオヤギ　アユミ 6694

本間　心香 ホンマ　コノカ 6695

藤林　芽衣 フジバヤシ　メイ 6696

福田　佳澄 フクダ　カスミ 6697

瀬下　碧海 セジモ　アミ 6698



水球　区分 【c】

club 横浜サクラスイミングスクール

氏名 フリガナ 選手番号

甘庶　乃亜 カンジャ　ノア 6699

安藤　史織 アンドウ　シオリ 6700

大川　ももこ オオカワ　モモコ 6701

遠藤　結菜 エンドウ　ユウナ 6702

西山　百花 ニシヤマ　モモカ 6703

石川　優香 イシカワ　ユウカ 6704

池田　光風音 イケダ　ミフネ 6705

宮尾　聖苑 ミヤオ　セアン 6706

鈴木　杏梨 スズキ　アンリ 6707

城倉　みづき ジョウクラ　ミヅキ 6708

徳永　美月 トクナガ　ルナ 6709

春原　柚子咲 ハルハラ　ユズキ 6710

石川　美涼 イシカワ　ミスズ 6711

大森　泉澄 オオモリ　イズミ 6712

club 京都踏水会水泳学園

氏名 フリガナ 選手番号

山本　琴美 ヤマモト　コトミ 6713

井上　舞 イノウエ　マイ 6714

杉本　華音 スギモト　カノン 6715

片田　咲良 カタダ　サクラ 6716

西澤　理子 ニシザワ　リコ 6717

埴岡　萌衣 ハニオカ　メイ 6718

三橋　真理子　 ミツハシ　マリコ 6719

石井　紗葉 イシイ　スズハ 6720

木下　暖菜 キノシタ　ハルナ 6721

来海　琳 キマチ　リン 6722

廣瀬　ほのか ヒロセ　ホノカ 6723

賀長　凛子 ガチョウ　リンコ 6724



水球　区分 【c】

club ＴＲＩＡＸＩＳ明石

氏名 フリガナ 選手番号

板東　由起 バンドウ　ユキ 6725

東島　葵葉 ヒガシジマ　アオバ 6726

尾﨑　千裕 オサキ　チヒロ 6727

荻野　珠楽 オギノ　ジュラ 6728

家村　かなと イエムラ　カナト 6729

岸川　カレン キシカワ　カレン 6730

平木　青空 ヒラキ　ソラ 6731

石田　玲奈 イシダ　レナ 6732

堀　ひのき ホリ　ヒノキ 6733

村田　奈穂 ムラタ　ナホ 6734

club 山形水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

温井　由真 ヌクイ　ユマ 6735

武田　咲来 タケダ　サラ 6736

温井　真心 ヌクイ　マコ 6737

藤田　　樹 フジタ　　イツキ 6738

奥西　南凪 オクニシ　ナナ 6739

田中　来幸 タナカ　コユキ 6740

志鎌　蒼彩 シカマ　アオイ 6741

北村　弥遙 キタムラ　ヒヨ 6742



水球　区分 【c】

club 芝浦工大柏水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

日比　絵美理 ヒビ　エミリ 6743

川島　歩美 カワシマ　アユミ 6744

小倉　風奈 オグラ　フウナ 6745

山本　歩実 ヤマモト　アユミ 6746

佐藤　美南 サトウ　ミナミ 6747

井内　香那 イウチ　カナ 6748

中野　海音 ナカノ　シオン 6749

大川　真緒佳 オオカワ　マイカ 6750

太田　紗栄羅 オオタ　サエラ 6751

小川　陽菜 オガワ　ハルナ 6752

福嶋　結 フクシマ　ユイ 6753

高濱　莉奈 タカハマ　リナ 6754

糸賀　美枝 イトガ　ミエ 6755

樋口　京子 ヒグチ　キョウコ 6756

竹村　望菜 タケムラ　モナ 6757

club 神奈川大学附属中学校

氏名 フリガナ 選手番号

立石　茉穂 タテイシ　マホ 6758

市川　莉子 イチカワ　リコ 6759

片山　里鶴 カタヤマ　リツ 6760

武井　史織 タケイ　シオリ 6761

加幡　華 カバタ　ハナ 6762

酒田　茉莉 サカタ　マリ 6763

田中　里奈 タナカ　リナ 6764

山崎　聖夏 ヤナザキ　キヨカ 6765

赤枝　凛香 アカエダ　リンカ 6766

上村　真琴 ウエムラ　マコト 6767

田辺　瑛麻 タナベ　エマ 6768

西根　さくら ニシネ　サクラ 6769

堀江　莉颯 ホリエ　リサ 6770



水球　区分 【c】

club 千葉水球クラブ

氏名 フリガナ 選手番号

松本　小帆 マツモト　コハル 6771

山本　はる ヤマモト　ハル 6772

山本　めい ヤマモト　メイ 6773

秋葉　月碧 アキバ　ルア 6774

内堀　叶水 ウチボリ　カナミ 6775

河野　世莉 カワノ　セリ 6776

堤　夏世 ツツミ　カヨ 6777

永井　望華子 ナガイ　ミカコ 6778

石森　愛椛 イシモリ　アイカ 6779

石森　愛凰 イシモリ　マオ 6780

松本　汐里 マツモト　シオリ 6781

吉永　千乃 ヨシナガ　ユキノ 6782

中田　好美 ナカタ　ヨシミ 6783

高橋　のりこ タカハシ　ノリコ 6784

club 帝塚山学院中学校

氏名 フリガナ 選手番号

有山　実里 アリヤマ　ミノリ 6785

富田　琴美 トミタ　コトミ 6786

河音　沙映 カワオト　サエ 6787

庄司　はな ショウジ　ハナ 6788

田中　紗佑稀 タナカ　サユキ 6789

近沢　彩華 チカザワ　アヤカ 6790

山中　紗玖良 ヤマナカ　サクラ 6791

岡村　京 オカムラ　ケイ 6792

太田　涼子 オオタ　リョウコ 6793

濱田　梨穏 ハマダ　リオン 6794

松井　陽菜乃 マツイ　ヒナノ 6795

曽和　晴花 ソワ　ハルカ 6796



水球　区分 【c】

club 藤村スイムスクール

氏名 フリガナ 選手番号

バイロン　亜朱里 バイロン　アシュリ 6797

中野　有香子 ナカノ　ユカコ 6798

中野　満梨子 ナカノ　マリコ 6799

小林　菜桜子 コバヤシ　ナオコ 6800

今野　瑞葵 イマノ　ミズキ 6801

渥美　千穂 アツミ　チホ 6802

奥富　咲貴 オクトミ　サキ 6803

宗藤　梨華子 ムネトウ　リカコ 6804

club 富山スイミングパレス

氏名 フリガナ 選手番号

高岡　漣 タカオカ　レン 6805

加賀井　咲嬉 カガイ　サキ 6806

立野　由佳 タテノ　ユウカ 6807

飯塚　ゆら イイヅカ　ユラ 6808

佐生　結 サソウ　ユイ 6809

古山　暖乃 フルヤマ　ハルノ 6810

草島  伊吹 クサジマ　イブキ 6811


