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ダイエープロビスフェニックスプール                

スタートリスト

競技No.  9 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組   中学記録  4:04.11
  大会記録  4:13.32

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 小針 1741 橋口　友麻 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕﾏ 中3
ｺﾊﾞﾘ 中学 1743 神田　優奈 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾅ 中2

1742 加藤萌々果 ｶﾄｳ ﾓﾓｶ 中2
1744 神田　恋奈 ｶﾝﾀﾞ ｺｺﾅ 中2

4 県立松山西 3810 岡田　　彩 ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 中3
ｹﾝﾘﾂﾏﾂﾔﾏﾆｼ 中学 3812 兵頭　里美 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｻﾄﾐ 中3

3811 川連いつき ｶﾜﾂﾚ ｲﾂｷ 中3
3813 岡本　美里 ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 中1

5 潮南 2310 加藤　朝貴 ｶﾄｳ ｱｷ 中2
ﾁｮｳﾅﾝ 中学 2309 竹本　早希 ﾀｹﾓﾄ ｻｷ 中3

2308 岩見まりん ｲﾜﾐ ﾏﾘﾝ 中3
2311 廣下　菜月 ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ 中2

6

7

8

9
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2組
0

1 千葉花園 1207 竹中　夏都 ﾀｹﾅｶ ﾅﾂ 中3
ﾁﾊﾞﾊﾅｿﾞﾉ 中学 1208 山中みのり ﾔﾏﾅｶ ﾐﾉﾘ 中2

1211 清水亜梨沙 ｼﾐｽﾞ ｱﾘｻ 中1
1209 渡辺　美楓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 中2

2 浜岳 6001 石田恵理香 ｲｼﾀﾞ ｴﾘｶ 中3
ﾊﾏﾀｹ 中学 6004 遠藤　和夏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 中1

6002 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 中2
6003 岩原和可納 ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ 中1

3 さいたま宮原 1121 岡　くるみ ｵｶ ｸﾙﾐ 中1
ｻｲﾀﾏﾐﾔﾊﾗ 中学 1122 菅　美奈実 ｽｶﾞ ﾐﾅﾐ 中1

1119 小野寺春佳 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙｶ 中3
1120 後藤　詩織 ｺﾞﾄｳ ｼｵﾘ 中3

4 土佐女子 3903 梅原　千鈴 ｳﾒﾊﾞﾗ ｾﾝﾘ 中2
ﾄｻｼﾞｮｼ 中学 3904 山中　千聖 ﾔﾏﾅｶ ﾁｻﾄ 中1

3901 博田ゆいな ﾊｶﾀ ﾕｲﾅ 中2
3902 西山千梨夏 ﾆｼﾔﾏ ｾﾘｶ 中2

5 岡崎北 2239 久田　麻白 ﾋｻﾀﾞ ﾏｼﾛ 中3
ｵｶｻﾞｷｷﾀ 中学 2241 小倉　由愛 ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ 中2

2242 今村　　晶 ｲﾏﾑﾗ ｱｷﾗ 中2
2240 杉町　瞭香 ｽｷﾞﾏﾁ ﾘｮｳｶ 中3

6 函館戸倉 111 能戸　姫愛 ﾉﾄ ﾋﾖﾘ 中1
ﾊｺﾀﾞﾃﾄｸﾗ 中学 108 井上　知奈 ｲﾉｳｴ ﾁﾅ 中3

110 寺谷　芽生 ﾃﾗﾔ ﾒｲ 中1
109 鈴木　　花 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 中3

7 加木屋 2267 田家帆乃香 ﾀﾔ ﾎﾉｶ 中1
ｶｷﾞﾔ 中学 2268 竹内　美森 ﾀｹｳﾁ ﾐﾓﾘ 中1

2266 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 中3
2265 竹内　　碧 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 中3

8 毛野 907 斎藤　綾乃 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 中2
ｹﾉ 中学 908 中山みなみ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ 中2

906 川島優稀乃 ｶﾜｼﾏ ﾕｷﾉ 中3
909 増山　莉果 ﾏｽﾔﾏ ﾘｶ 中1

9
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3組
0 昭和学院 1203 中野　日和 ﾅｶﾉ ﾋﾖﾘ 中2

ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 中学 1201 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 中3
1204 斉藤愛梨亜 ｻｲﾄｳ ｱﾘｱ 中1
1202 小久保琴音 ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ 中2

1 郡山第五 705 安達　　光 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾘ 中2
ｺｵﾘﾔﾏﾀﾞｲｺﾞ 中学 706 菅家　綾美 ｶﾝｹ ｱﾔﾐ 中2

703 髙山　理乃 ﾀｶﾔﾏ ﾘﾉ 中3
704 湯浅　緋乃 ﾕｱｻ ﾋﾅ 中3

2 さい大砂土 1129 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 中2
ｻｲｵｵｻﾄ 中学 1130 角野　久桐 ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ 中1

1127 中村　天音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 中3
1128 高橋　　慧 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 中3

3 淑徳巣鴨 1327 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 中3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 1326 舟久保七海 ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 中3

1325 久保田ちひろ ｸﾎﾞﾀ ﾁﾋﾛ 中3
1328 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 中1

4 天理 2901 八ツ本実柚 ﾔﾂﾓﾄ ﾐﾕ 中3
ﾃﾝﾘ 中学 2903 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 中2

2904 木村　碧海 ｷﾑﾗ ｱｵｲ 中1
2902 細谷　笑里 ﾎｿﾀﾆ ｴﾐﾘ 中2

5 日置荘 2734 西牟田茉鈴 ﾆｼﾑﾀ ﾏﾘﾝ 中3
ﾋｷｼｮｳ 中学 2737 嶽下　蘭子 ﾀｹｼﾀ ﾗﾝｺ 中2

2733 水竹　愛美 ﾐｽﾞﾀｹ ﾏﾅﾐ 中3
2735 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 中3

6 香長 3907 矢部瀬里香 ﾔﾍﾞ ｾﾘｶ 中2
ｶﾁｮｳ 中学 3906 松木　琴美 ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ 中3

3909 野中　彩希 ﾉﾅｶ ｻｷ 中1
3908 野中　彩帆 ﾉﾅｶ ｻﾎ 中1

7 東松山東 5017 髙井麻里衣 ﾀｶｲ ﾏﾘｲ 中1
ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏﾋｶﾞｼ 中学 5019 西岡　茉優 ﾆｼｵｶ ﾏﾕ 中1

5015 林　　結月 ﾊﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 中3
5016 髙井美莉衣 ﾀｶｲ ﾐﾘｲ 中3

8 松任 1904 伏屋　結月 ﾌｾﾔ ﾕﾂﾞｷ 中1
ﾏｯﾄｳ 中学 1901 山本　　悠 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 中3

1902 村上　真穂 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾎ 中2
1903 安井　桃香 ﾔｽｲ ﾓﾓｶ 中2

9 日出 1319 小嶋　結衣 ｺｼﾞﾏ ﾕｲ 中2
ﾋﾉﾃﾞ 中学 1316 服部　　葵 ﾊｯﾄﾘ ｱｵｲ 中2

1317 伊東　寧々 ｲﾄｳ ﾈﾈ 中2
1314 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 中3
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4組
0 武庫川大附 2831 足立　理音 ｱﾀﾞﾁ ﾘﾈ 中2

ﾑｺｶﾞﾜﾀﾞｲﾌ 中学 2830 前川　麗奈 ﾏｴｶﾜ ﾚﾅ 中3
2810 中逵　綾乃 ﾅｶﾂｼﾞ ｱﾔﾉ 中2
2832 小川　桃香 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 中2

1 長丘 4013 小野日菜子 ｵﾉ ﾋﾅｺ 中1
ﾅｶﾞｵｶ 中学 4011 吉田　史佳 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｶ 中3

4010 吉田　朝美 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾐ 中3
4012 高原　彩花 ﾀｶﾊﾗ ｻﾔｶ 中2

2 武蔵野 7010 鳥飼　佳那 ﾄﾘｶﾞｲ ｶﾅ 中2
ﾑｻｼﾉ 中学 7012 前田　なな ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ 中2

7013 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中1
7014 松橋　麗華 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ 中1

3 谷本 1431 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 中3
ﾔﾓﾄ 中学 1433 加藤菜乃香 ｶﾄｳ ﾅﾉｶ 中2

1430 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 中3
1432 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 中3

4 常盤 1353 橋本ひなの ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾉ 中2
ﾄｷﾜ 中学 1351 水越　菜緒 ﾐｽﾞｺｼ ﾅｵ 中3

1352 永山　　景 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹｲ 中3
1354 矢作　智里 ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ 中1

5 練馬東 1339 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 中3
ﾈﾘﾏﾋｶﾞｼ 中学 1341 田中　陽菜 ﾀﾅｶ ﾋﾅ 中2

1340 山本　侑奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 中3
1342 東後　優奈 ﾄｳｺﾞ ﾕｳﾅ 中1

6 愛知淑徳 2202 三浦　璃心 ﾐｳﾗ ﾘｺ 中3
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 中学 2201 大島　彩奈 ｵｵｼﾏ ｱﾔﾅ 中3

2203 中村　　芽 ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 中3
2204 鈴木　結理 ｽｽﾞｷ ﾕﾘ 中2

7 川崎宮崎 1448 山田　彩可 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 中3
ｶﾜｻｷﾐﾔｻﾞｷ 中学 1447 篠田　沙彩 ｼﾉﾀﾞ ｻｱﾔ 中3

1450 早川さくら ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 中1
1449 岩見　彩音 ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 中2

8 枚方第三 2720 北村　寿来 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾗ 中3
ﾋﾗｶﾀﾀﾞｲｻﾝ 中学 2723 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 中3

2722 木本緋奈乃 ｷﾓﾄ ﾋﾅﾉ 中3
2721 大林向日葵 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ 中3

9 原中央 4018 原田　世菜 ﾊﾗﾀﾞ ｾﾅ 中2
ﾊﾗﾁｭｳｵｳ 中学 4017 原　　桜萌 ﾊﾗ ｻｸﾗ 中3

4016 小野　桜子 ｵﾉ ｻｸﾗｺ 中3
4019 志水　妃来 ｼﾐｽﾞ ﾋﾗｲ 中2
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5組
0 松江湖南 3204 北村　静葉 ｷﾀﾑﾗ ｼｽﾞﾊ 中3

ﾏﾂｴｺﾅﾝ 中学 3203 吉田　愛美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中3
3205 菅田　玲亜 ｽｶﾞﾀ ﾚｱ 中3
3202 石飛　咲良 ｲｼﾄﾋﾞ ｻｸﾗ 中3

1 旭ヶ丘 1605 佐藤　　柊 ｻﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ 中3
ｱｻﾋｶﾞｵｶ 中学 1607 佐藤　紫苑 ｻﾄｳ ｼｵﾝ 中1

1604 北村　風香 ｷﾀﾑﾗ ﾌｳｶ 中3
1606 福岡　　葵 ﾌｸｵｶ ﾋﾏﾘ 中3

2 ルーテル学院 4304 古木　遥香 ﾌﾙｷ ﾊﾙｶ 中3
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 中学 4305 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 中2

4307 村田紗也香 ﾑﾗﾀ ｻﾔｶ 中2
4306 村上　佳澄 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾐ 中2

3 鹿本 1358 三浦　亜依 ﾐｳﾗ ｱｲ 中2
ｼｶﾓﾄ 中学 1360 堀　　夏葉 ﾎﾘ ﾅﾂﾊ 中1

1357 斉藤　華音 ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 中3
1356 岩屋　夏音 ｲﾜﾔ ﾅﾂﾈ 中3

4 岡山操山 3307 栗原　　望 ｸﾘﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 中1
ｵｶﾔﾏｿｳｻﾞﾝ 中学 3304 苔口　陽香 ｺｹｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 中3

3305 寺坂　優里 ﾃﾗｻｶ ﾕｳﾘ 中3
3306 寺坂　千英 ﾃﾗｻｶ ﾁﾊﾅ 中1

5 熊谷富士見 1171 中山　美彩 ﾅｶﾔﾏ ﾐｻ 中3
ｸﾏｶﾞﾔﾌｼﾞ 中学 1169 加藤　玲奈 ｶﾄｳ ﾚﾅ 中3

1172 吉原　怜奈 ﾖｼﾊﾗ ﾚｲﾅ 中2
1170 栗島優都紀 ｸﾘｼﾏ ﾕｽﾞｷ 中3

6 湖西鷲津 2110 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 中1
ｺｾｲﾜｼﾂﾞ 中学 2108 尾崎日奈梨 ｵｻﾞｷ ﾋﾅﾘ 中3

2107 城井　貴布 ｼﾛｲ ｷﾎ 中3
2109 野中　咲歩 ﾉﾅｶ ｻﾎ 中2

7 山鹿 4302 西田　清乃 ﾆｼﾀﾞ ｷﾖﾉ 中3
ﾔﾏｶﾞ 中学 4318 佐藤　香波 ｻﾄｳ ｺﾅﾐ 中3

4319 渡邉　茉衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 中2
4320 古家　　純 ﾌﾙｲｴ ｲﾄ 中2

8 小山城南 902 岩重　有咲 ｲﾜｼｹﾞ ｱﾘｻ 中3
ｵﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ 中学 903 飯塚小百合 ｲｲﾂﾞｶ ｻﾕﾘ 中2

904 鈴木　捺衣 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｲ 中2
905 髙嶺　　葵 ﾀｶﾐﾈ ｱｵｲ 中1

9 流山南部 1241 齋藤　莉子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 中3
ﾅｶﾞﾚﾔﾏﾅﾝﾌﾞ 中学 1243 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 中2

1244 宮本　帆風 ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ 中1
1242 宮本　彗鶴 ﾐﾔﾓﾄ ｽｽﾞ 中3
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