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競技No. 59 女子    400m   リレー   決勝   1組 中学記録  3:56.17
大会記録  3:57.03

水路 チーム名 泳者 学年 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 府中第一 6624 神谷  明子 ｶﾐﾀﾆ ｱｷｺ 中3  4:13.96

ﾌﾁｭｳﾀﾞｲ1 中学 6627 石岡  美由 ｲｼｵｶ ﾐﾕ 中2
6626 栗本  あみ ｸﾘﾓﾄ ｱﾐ 中2
6625 佐藤  真美 ｻﾄｳ ﾏﾐ 中3

2 東京成徳大学 851 林    真弓 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 中1  4:13.70
ｾｲﾄｸﾀﾞｲ 中学 853 薊    香蓮 ｱｻﾞﾐ ｶﾚﾝ 中2

852 殿村久美子 ﾄﾉﾑﾗ ｸﾐｺ 中3
854 井本  麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中1

3 広島安佐 6604 上田祐企奈 ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ 中1  4:13.14
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 6602 仁川  梨恵 ﾆｶﾜ ﾘｴ 中3

6601 中岡  洋子 ﾅｶｵｶ ﾖｳｺ 中2
6603 西岡真奈美 ﾆｼｵｶ ﾏﾅﾐ 中3

4 我孫子 605 齋藤  歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 中3  4:08.76
ｱﾋﾞｺ 中学 640 中野  彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 中2

638 大谷　　愛 ｵｵﾀﾆ ｱｲ 中3
641 西山  佳子 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｺ 中1

5 武蔵野 874 林  ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 中3  4:04.28
ﾑｻｼﾉ 中学 877 河野  希以 ｺｳﾉ ｹｲ 中1

876 桑端  幸永 ｸﾜﾊﾞﾀ ｻｷｴ 中3
875 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 中3

6 品川女子学院 868 庄司万侑子 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾕｺ 中3  4:05.85
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮ 中学 866 出川友理江 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕﾘｴ 中3

869 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 中2
867 加藤  亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 中3

7 枚方東香里 5337 福村  友恵 ﾌｸﾑﾗ ﾄﾓｴ 中3  4:12.68
ﾋｶﾞｼｺｳﾘ 中学 5338 竹谷  友里 ﾀｹﾀﾆ ﾕﾘ 中3

5339 蕪崎  友実 ｶﾌﾞｻｷ ﾕﾐ 中1
5336 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 中3

8 和洋国府台 615 石田  彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 中3  4:13.17
ﾜﾖｳｼﾞｮｼ 中学 654 鈴木  彩乃 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ 中3

653 宍倉  美波 ｼｼｸﾗ ﾐﾅﾐ 中2
649 田中  成美 ﾀﾅｶ ﾅﾙﾐ 中1

9 千葉小中台 618 森田  麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ 中3  4:13.89
ﾁﾊﾞｺﾅｶﾀﾞｲ 中学 658 西辻  彩乃 ﾆｼﾂｼﾞ ｱﾔﾉ 中3

660 金子  友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中1
659 森田  理美 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾐ 中1

10 桶川東 438 山岸  奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ 中2  4:13.98
ｵｹｶﾞﾜﾋｶﾞｼ 中学 437 小泉  実里 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｻﾄ 中2

439 柴垣  有香 ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾕｶ 中2
440 青木英里奈 ｱｵｷ ｴﾘﾅ 中1
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