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競泳競技                                          
尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設              

スタートリスト

競技No. 47 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  4:04.16
成年                大会記録  4:09.80

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 滋    賀 2513 山元　亜衣 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ
ｼｶﾞ 2516 稲森あゆみ ｲﾅﾓﾘ ｱﾕﾐ 大3

2514 林　　里奈 ﾊﾔｼ ﾘﾅ
2519 岡留亜里沙 ｵｶﾄﾞﾒ ｱﾘｻ 大4

3 静    岡 2135 三田　春子 ﾐﾀ ﾊﾙｺ 大1
ｼｽﾞｵｶ 2137 石垣　未来 ｲｼｶﾞｷ ﾐｸ 大3

2139 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 大4
2134 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ

4 大    阪 2751 寺川　　綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 大4
ｵｵｻｶ 大学 2747 川辺芙美子 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ 大4

2750 佐々木　恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 大4
2749 越智麻土香 ｵﾁ ﾏﾄﾞｶ 大4

5 兵    庫 2836 池田　千容 ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ
ﾋｮｳｺﾞ 2850 奥田　実鈴 ｵｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 大3

2841 三田　真希 ﾐﾀ ﾏｷ 大4
2848 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 大2

6 岡    山 3335 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 大1
ｵｶﾔﾏ 大学 3341 吉岡亜樹子 ﾖｼｵｶ ｱｷｺ 大1

3337 永瀬　陽香 ﾅｶﾞｾ ﾊﾙｶ 大4
3331 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 大1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 宮    城 435 高橋　知美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 大1
ﾐﾔｷﾞ 大学 441 和田　麻美 ﾜﾀﾞ ﾏﾐ 大1

440 小野亜里沙 ｵﾉ ｱﾘｻ 大1
439 郡山　奈々 ｺｵﾘﾔﾏ ﾅﾅ 大1

3 秋    田 503 及川真沙紀 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ
ｱｷﾀ 521 一ノ関和羽 ｲﾁﾉｾｷ ｶｽﾞﾊ 大2

504 堀家　未央 ﾎﾘｹ ﾐｵ
519 佐々木祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 大2

4 千    葉 1235 齋藤　喜子 ｻｲﾄｳ ﾖｼｺ
ﾁﾊﾞ 1244 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 大1

1246 内藤もも子 ﾅｲﾄｳ ﾓﾓｺ 大4
1239 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 大1

5 神 奈 川 1450 殿岡　智己 ﾄﾉｵｶ ﾄﾓﾐ 大1
ｶﾅｶﾞﾜ 1441 佐藤かほり ｻﾄｳ ｶﾎﾘ

1447 宮竹　由紀 ﾐﾔﾀｹ ﾕｷ 大3
1449 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 大1

6 京    都 2620 山内　美奈 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾅ 大1
ｷｮｳﾄ 大学 2644 徳田　敦子 ﾄｸﾀﾞ ｱﾂｺ 大4

2614 黒木　綾乃 ｸﾛｷ ｱﾔﾉ 大2
2640 土橋　茜子 ﾂﾁﾊｼ ｱｶﾈ 大2

7 愛    媛 3814 曽我部里奈 ｿｶﾞﾍﾞ ﾘﾅ 大4
ｴﾋﾒ 大学 3817 秦　　規子 ﾊﾀ ﾉﾘｺ 大2

3801 毛利　早希 ﾓｳﾘ ｻｷ 大1
3819 越智麻菜美 ｵﾁ ﾏﾅﾐ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 群    馬 1028 五十嵐貴美 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾐ 大3
ｸﾞﾝﾏ 大学 1023 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 大1

1018 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 大2
1026 鈴木　茉莉 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 大2

3 埼    玉 1141 栗田　朋美 ｸﾘﾀ ﾄﾓﾐ 大3
ｻｲﾀﾏ 1140 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 大1

1146 根岸　茉美 ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ 大3
1126 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ

4 東    京 1330 中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ
ﾄｳｷｮｳ 1344 中村沙耶香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 大1

1350 吉谷　玲奈 ﾖｼﾀﾆ ﾚｲﾅ 大2
1347 菅谷真理子 ｽｶﾞﾔ ﾏﾘｺ 大3

5 新    潟 1726 中村　真衣 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ
ﾆｲｶﾞﾀ 1740 飯田　桃子 ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｺ 大1

1724 押味　正恵 ｵｼﾐ ﾏｻｴ 大3
1732 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ

6 愛    知 2250 北脇さゆり ｷﾀﾜｷ ｻﾕﾘ 大3
ｱｲﾁ 2235 坂口　結子 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｺ

2245 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 大2
2244 岩﨑佐代子 ｲﾜｻｷ ｻﾖｺ 大1

7 奈    良 2920 池田　益千 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁ 大4
ﾅﾗ 大学 2924 田部井恵理 ﾀﾍﾞｲ ｴﾘ 大1

2919 島田　知佳 ｼﾏﾀﾞ ﾁｶ 大1
2918 押井　奈緒 ｵｼｲ ﾅｵ 大1
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