
スタートリスト 広島市総合屋内プール

競技No. 63 女子    400m   個人メドレー   予選   5組 日本記録  4:35.96
大会記録  4:39.05

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 504 川瀬絵梨花 ｶﾜｾ ｴﾘｶ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
3 536 山口　真奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
4 975 北澤　彩乃 ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大1
5 1525 浅井　　桃 ｱｻｲ ﾓﾓ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
6 168 山田　神奈 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾅ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
7 184 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大1
8 1580 金野　　愛 ｺﾝﾉ ｱｲ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大4
9

10

2組
1 804 木村　萌美 ｷﾑﾗ ﾓｴﾐ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
2 1471 髙野　栞奈 ﾀｶﾉ ｶﾝﾅ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
3 1085 岡本　　圭 ｵｶﾓﾄ ｹｲ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大2
4 1013 鹿子嶋　桜 ｶｺﾞｼﾏ ｻｸﾗ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
5 300 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大2
6 933 高橋あかり ﾀｶﾊｼ ｱｶﾘ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大4
7 788 布施谷　唯 ﾌｾﾔ ﾕｲ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大1
8 178 神山　菜穂 ｶﾐﾔﾏ ﾅﾎ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大2
9 389 谷内ひかり ﾀﾆｳﾁ ﾋｶﾘ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1

10 1141 長谷川怜央奈 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｵﾅ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3

3組
1 51 今井万里子 ｲﾏｲ ﾏﾘｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 1403 原　　美波 ﾊﾗ ﾐﾅﾐ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大1
3 390 七里　夏海 ｼﾁﾘ ﾅﾂﾐ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
4 1512 倉松　真子 ｸﾗﾏﾂ ﾏｺ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 840 末永　京香 ｽｴﾅｶﾞ ｷｮｳｶ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 1010 本地　優花 ﾓﾄﾁﾞ ﾕｶ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
7 50 田中　瑞穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
8 979 河原　衣梨 ｶﾜﾊﾗ ｴﾘ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大1
9 500 小西　伶実 ｺﾆｼ ﾚﾐ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1

10 864 中嶋芙実穂 ﾅｶｼﾏ ﾌﾐﾎ 至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ 大1

4組
1 1143 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
2 462 平岩　里菜 ﾋﾗｲﾜ ﾘﾅ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
3 579 森川　愛理 ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
4 490 松尾　美鈴 ﾏﾂｵ ﾐｽｽﾞ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
5 131 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 147 小松　渚奈 ｺﾏﾂ ﾅﾅ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
7 1074 三村　知美 ﾐﾑﾗ ﾄﾓﾐ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大4
8 572 須藤　智恵 ｽﾄﾞｳ ﾁｴ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
9 86 岩嵜有加里 ｲﾜｻｷ ﾕｶﾘ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大2

10 1460 川野　由夏 ｶﾜﾉ ﾕｶ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
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スタートリスト 広島市総合屋内プール

競技No. 63 女子    400m   個人メドレー   予選   5組 日本記録  4:35.96
大会記録  4:39.05

水路 氏　名 所属名 学年

5組
1 1526 城山　　温 ｼﾛﾔﾏ ｽﾅｵ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 229 鹿糠　志帆 ｶﾇｶ ｼﾎ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
3 1031 橋口　若葉 ﾊｼｸﾞﾁ ﾜｶﾊﾞ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
4 41 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
5 145 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
6 1076 栗林　優子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大4
7 1271 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大2
8 450 高久　　彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4
9 1225 櫻井　紫帆 ｻｸﾗｲ ｼﾎ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1

10 1147 冨井　星河 ﾄﾐｲ ｾｲｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
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