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スタートリスト

競技No. 83 女子    400m   メドレーリレー   決勝   1組 日本記録  4:04.16
少年Ａ              大会記録  4:12.98

水路 チーム名 泳者 学年 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 静    岡 2103 三田　春子 ﾐﾀ ﾊﾙｺ 高2  4:18.53

ｼｽﾞｵｶ 高校 2129 浅井　愛美 ｱｻｲ ﾏﾅﾐ 高2
2131 藤田　愛美 ﾌｼﾞﾀ ｱｲﾐ 高2
2105 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 高3

2 京    都 2646 鈴木　真子 ｽｽﾞｷ ﾏｺ 高2  4:17.92
ｷｮｳﾄ 高校 2612 今井　　愛 ｲﾏｲ ｱｲ 高2

2611 黒木　綾乃 ｸﾛｷ ｱﾔﾉ 高3
2637 土橋　茜子 ﾂﾁﾊｼ ｱｶﾈ 高3

3 群    馬 1030 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高1  4:17.64
ｸﾞﾝﾏ 高校 1009 亀田　瑞穂 ｶﾒﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 高3

1020 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 高3
1025 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高2

4 東    京 1325 吉野　友美 ﾖｼﾉ ﾕﾐ 高1  4:16.74
ﾄｳｷｮｳ 高校 1335 中村沙耶香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 高2

1351 平山なつ美 ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂﾐ 高2
1329 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高2

5 埼    玉 1133 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高1  4:12.77
ｻｲﾀﾏ 高校 1151 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高2

1146 浅井　晴菜 ｱｻｲ ﾊﾙﾅ 高3
1150 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 高3

6 千    葉 1213 大野　　愛 ｵｵﾉ ｱｲ 高2  4:14.67
ﾁﾊﾞ 高校 1215 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 高3

1223 田中　梨緒 ﾀﾅｶ ﾘｵ 高2
1212 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 高3

7 宮    城 424 高橋　知美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 高2  4:17.49
ﾐﾔｷﾞ 高校 404 和田　麻美 ﾜﾀﾞ ﾏﾐ 高2

419 小野亜里沙 ｵﾉ ｱﾘｻ 高2
423 河合　宝江 ｶﾜｲ ﾄﾐｴ 高3

8 福    岡 4007 進藤　由菜 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ 高2  4:17.78
ﾌｸｵｶ 高校 4012 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高1

4014 春口沙緒里 ﾊﾙｸﾞﾁ ｻｵﾘ 高3
4002 植田富祐美 ｳｴﾀﾞ ﾌﾕﾐ 高3

9 神 奈 川 1443 殿岡　智己 ﾄﾉｵｶ ﾄﾓﾐ 高2  4:18.28
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1426 秋和かおり ｱｷﾜ ｶｵﾘ 高3

1403 井上くらら ｲﾉｳｴ ｸﾗﾗ 高3
1425 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 高3

10 兵    庫 2823 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 高3  4:19.82
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2827 中東　杏香 ﾅｶﾋｶﾞｼ ｷｮｳｺ 高3

2826 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高3
2811 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高2
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