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長良川スイミングプラザ                            

スタートリスト

競技No. 55 女子    200m   リレー   予選   2組 日本記録  1:42.38
成年                大会記録  1:42.38

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 茨城県 157 野見山　萌 ﾉﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 大3
ｲﾊﾞﾗｷﾞｹﾝ 大学 158 大関　美冴 ｵｵｾﾞｷ ﾐｻｴ 大3

160 三原　未夕 ﾐﾊﾗ ﾐﾕ 大3
159 田山香菜子 ﾀﾔﾏ ｶﾅｺ 大3

4 大阪府 708 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 大2
ｵｵｻｶﾌ 711 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ 大1

709 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 大1
707 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ

5 東京都 328 田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 大1
ﾄｳｷｮｳﾄ 325 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ

324 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ
330 地田　麻未 ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 大1

6 千葉県 281 伊藤　華英 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ
ﾁﾊﾞｹﾝ 285 住吉　茉莉 ｽﾐﾖｼ ﾏﾘ 大1

286 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 大1
283 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 大3

7 北海道 20 高橋　桃子 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 大2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 21 若狭かな恵 ﾜｶｻ ｶﾅｴ 大1

17 保志場　慶 ﾎｼﾊﾞ ｹｲ 大3
18 村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ 大3

8 香川県 909 齋藤　理子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 大4
ｶｶﾞﾜｹﾝ 910 石村亜美依 ｲｼﾑﾗ ｱﾐｲ 大4

913 竹下　千尋 ﾀｹｼﾀ ﾁﾋﾛ 大1
911 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ
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3 京都府 667 津下　尚子 ﾂｹﾞ ﾅｵｺ 大4
ｷｮｳﾄﾌ 大学 666 槇村　征美 ﾏｷﾑﾗ ﾕｷﾐ 大4

669 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 大4
668 中坊　　彩 ﾅｶﾎﾞｳ ｻﾔｶ 大4

4 神奈川県 367 金子　　栞 ｶﾈｺ ｼｵﾘ 大3
ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ 大学 365 村上　　栞 ﾑﾗｶﾐ ｼｵﾘ 大4

366 朝野　絢子 ｱｻﾉ ｱﾔｺ 大4
370 関根　理沙 ｾｷﾈ ﾘｻ 大1

5 埼玉県 245 雨宮　未侑 ｱﾒﾐﾔ ﾐﾕｳ 大3
ｻｲﾀﾏｹﾝ 243 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ

244 星　奈津美 ﾎｼ ﾅﾂﾐ 大4
246 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 大2

6 石川県 484 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 大4
ｲｼｶﾜｹﾝ 487 馬渡友佳里 ｳﾏﾜﾀﾘ ﾕｶﾘ 大1

482 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ
486 谷田　知沙 ﾀﾆﾀﾞ ｶｽﾞｻ 大1

7 静岡県 521 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ
ｼｽﾞｵｶｹﾝ 526 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 大1

522 乗松　夏希 ﾉﾘﾏﾂ ﾅﾂｷ 大3
524 池谷　遥子 ｲｹﾔ ﾊﾙｺ 大3

8 福岡県 981 三國茶亜未 ﾐｸﾆ ﾁｬｱﾐ 大4
ﾌｸｵｶｹﾝ 大学 984 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ 大4

986 大久保菜穂 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ 大1
982 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ 大4
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