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長崎市民総合プール                                

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  4:02.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 茨  城 124 大田原礼奈 ｵｵﾀﾜﾗ ｱﾔﾅ 大1
ｲﾊﾞﾗｷ 大学 123 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 大2

125 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大1
121 神山　菜穂 ｶﾐﾔﾏ ﾅﾎ 大3

3 静　岡 458 田中ひとみ ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 大4
ｼｽﾞｵｶ 大学 457 杉山沙侑南 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾕﾅ 大4

460 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 大3
459 埜下左知代 ﾉｼﾀ ｻﾁﾖ 大3

4 千　葉 232 稲田　法子 ｲﾅﾀﾞ ﾉﾘｺ
ﾁﾊﾞ 235 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 大3

233 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 大3
234 住吉　茉莉 ｽﾐﾖｼ ﾏﾘ 大3

5 東　京 272 中村　桃子 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ 大3
ﾄｳｷｮｳ 274 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 大2

273 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 大3
269 山﨑　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ

6 愛　知 495 竹迫　麻澄 ﾀｶﾊﾞ ﾏｽﾐ 大3
ｱｲﾁ 497 舟橋　若奈 ﾌﾅﾊｼ ﾜｶﾅ 大3

493 三輪　彩奈 ﾐﾜ ｱﾔﾅ
499 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 大1

7 北海道 18 小野寺美奈 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾅ 大2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 14 増田愛美里 ﾏｽﾀﾞ ｴﾐﾘ 大4

16 佐藤　未沙 ｻﾄｳ ﾐｻ 大4
13 村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ
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2組
1 鹿児島 946 福留　景子 ﾌｸﾄﾞﾒ ｹｲｺ 大3

ｶｺﾞｼﾏ 942 福留　尚子 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾅｵｺ
944 宮澤　　遥 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 大4
943 前迫しおり ﾏｴｻｺ ｼｵﾘ 大4

2 和歌山 718 宮脇　　唯 ﾐﾔﾜｷ ﾕｲ
ﾜｶﾔﾏ 714 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ

717 杉野　紘子 ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｺ
716 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ

3 大　阪 623 渡邊有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 大2
ｵｵｻｶ 大学 622 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 大3

621 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 大3
620 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 大4

4 神奈川 316 瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 大2
ｶﾅｶﾞﾜ 大学 313 金指　美紅 ｶﾅｻｼ ﾐｸ 大2

317 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 大1
314 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大2

5 埼  玉 199 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ 大4
ｻｲﾀﾏ 大学 200 浜野　麻綾 ﾊﾏﾉ ﾏﾔ 大3

203 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 大2
202 山本瑠美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾐｺ 大2

6 兵  庫 662 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 大1
ﾋｮｳｺﾞ 大学 663 和田奈伎紗 ﾜﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 大1

659 野津由美子 ﾉﾂﾞ ﾕﾐｺ 大4
661 生田　真結 ｲｸﾀ ﾏﾕ 大1

7 新  潟 387 五十嵐杏奈 ｲｶﾗｼ ｱﾝﾅ 大1
ﾆｲｶﾞﾀ 大学 388 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 大1

385 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 大3
386 佐藤　有里 ｻﾄｳ ﾕﾘ 大1
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