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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. 90 女子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:55.73
成年                大会記録  4:02.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 茨城県 156 島添　紗妃 ｼﾏｿﾞｴ ｻｷ 大4
ｲﾊﾞﾗｷﾞｹﾝ 大学 161 神山　菜穂 ｶﾐﾔﾏ ﾅﾎ 大1

160 三原　未夕 ﾐﾊﾗ ﾐﾕ 大3
158 大関　美冴 ｵｵｾﾞｷ ﾐｻｴ 大3

3 鹿児島県 1094 福留　景子 ﾌｸﾄﾞﾒ ｹｲｺ 大1
ｶｺﾞｼﾏｹﾝ 1090 福留　尚子 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾅｵｺ

1092 宮澤　　遥 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 大2
1091 前迫しおり ﾏｴｻｺ ｼｵﾘ 大2

4 岐阜県 619 出川友理江 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕﾘｴ
ｷﾞﾌｹﾝ 616 金藤　理絵 ｶﾈﾄｳ ﾘｴ

618 眞繼奈緒子 ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ
615 長谷川菜月 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾂｷ

5 大阪府 706 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ
ｵｵｻｶﾌ 705 川辺芙美子 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ

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

6 福岡県 984 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ 大4
ﾌｸｵｶｹﾝ 大学 985 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 大4

983 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 大4
982 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ 大4

7 神奈川県 372 白井　沙菜 ｼﾗｲ ｻﾅ 大1
ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ 大学 369 木屋川内千穂 ｷﾔｶﾜｳﾁ ﾁﾎ 大3

371 齊藤　美緒 ｻｲﾄｳ ﾐｵ 大1
370 関根　理沙 ｾｷﾈ ﾘｻ 大1

8 熊本県 1044 松尾　美鈴 ﾏﾂｵ ﾐｽｽﾞ 大1
ｸﾏﾓﾄｹﾝ 大学 1043 坂田　　紫 ｻｶﾀ ﾕｶﾘ 大2

1042 栃原　愛弓 ﾄﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ 大3
1045 吉田　朝日 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 大1
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学校

2組
1

2 香川県 911 土岐　彩香 ﾄｷ ｱﾔｶ
ｶｶﾞﾜｹﾝ 912 中山　美月 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ 大1

910 石村亜美依 ｲｼﾑﾗ ｱﾐｲ 大4
909 齋藤　理子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 大4

3 京都府 671 太田　明成 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 大2
ｷｮｳﾄﾌ 大学 670 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 大2

668 中坊　　彩 ﾅｶﾎﾞｳ ｻﾔｶ 大4
667 津下　尚子 ﾂｹﾞ ﾅｵｺ 大4

4 埼玉県 246 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 大2
ｻｲﾀﾏｹﾝ 247 浜野　麻綾 ﾊﾏﾉ ﾏﾔ 大1

244 星　奈津美 ﾎｼ ﾅﾂﾐ 大4
243 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ

5 千葉県 280 稲田　法子 ｲﾅﾀﾞ ﾉﾘｺ
ﾁﾊﾞｹﾝ 286 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 大1

284 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 大1
281 伊藤　華英 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ

6 東京都 329 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 大1
ﾄｳｷｮｳﾄ 326 藤本　紗綾 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ 大4

324 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ
328 田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 大1

7 静岡県 525 田中ひとみ ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 大2
ｼｽﾞｵｶｹﾝ 523 佐野　夏菜 ｻﾉ ｶﾅ 大3

526 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 大1
521 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ

8 兵庫県 751 山口　亜也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔ 大1
ﾋｮｳｺﾞｹﾝ 747 打越　雅美 ｳﾁｺｼ ﾏｻﾐ

749 栗林　優子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ 大3
750 山本　麻利 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾄ 大3
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