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盛岡市立総合プール                                

スタートリスト

競技No. 55 女子    200m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  1:41.03
成年                大会記録  1:41.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 京　都 1638 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大2

ｷｮｳﾄ 大学 1636 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 大3
1634 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 大4
1635 笹沼　美徳 ｻｻﾇﾏ ﾐﾉﾘ 大4

2 長　野 1400 櫻井　美希 ｻｸﾗｲ ﾐｷ 大1
ﾅｶﾞﾉ 大学 1397 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 大4

1399 原田　彩音 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾈ 大1
1398 石坂　夏鈴 ｲｼｻﾞｶ ｶﾘﾝ 大1

3 大　阪 1676 天野祐梨菜 ｱﾏﾉ ﾕﾘﾅ 大4
ｵｵｻｶ 1673 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ

1674 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
1675 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ

4 群  馬 1199 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 大2
ｸﾞﾝﾏ 1197 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ

1201 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 大1
1198 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 大4

5 愛　知 1546 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 大3
ｱｲﾁ 大学 1552 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 大1

1548 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 大3
1547 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ 大3

6 静　岡 1508 埜下左知代 ﾉｼﾀ ｻﾁﾖ
ｼｽﾞｵｶ 1507 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ

1510 篠原　英恵 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅｴ 大1
1509 勝山　晴海 ｶﾂﾔﾏ ﾊﾙﾐ 大4

7 愛　媛 1863 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ
ｴﾋﾒ 1865 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 大2

1866 東　　風音 ｱｽﾞﾏ ｶｻﾞﾈ 大1
1864 上岡　杏奈 ｳｴｵｶ ｱﾝﾅ 大4
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1 岩  手 1055 菅原　　碧 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 大4

ｲﾜﾃ 大学 1056 熊坂　衣真 ｸﾏｻｶ ｲﾏ 大4
1054 石川　舞花 ｲｼｶﾜ ﾏｲｶ 大4
1053 後藤　智子 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｺ 大4

2 埼  玉 1233 山本瑠美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾐｺ 大4
ｻｲﾀﾏ 大学 1234 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 大4

1232 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 大4
1236 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 大1

3 福  岡 1895 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 大2
ﾌｸｵｶ 1892 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ

1893 和田　麻里 ﾜﾀﾞ ｱｻﾘ 大4
1894 三浦　鈴奈 ﾐｳﾗ ｽｽﾞﾅ 大3

4 神奈川 1350 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 大4
ｶﾅｶﾞﾜ 大学 1349 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大4

1352 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 大3
1351 瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 大4

5 東　京 1305 田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ
ﾄｳｷｮｳ 1308 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 大4

1310 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大2
1304 星　奈津美 ﾎｼ ﾅﾂﾐ

6 山　形 1109 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 大2
ﾔﾏｶﾞﾀ 1108 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 大2

1106 渡辺　耶唯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｲ
1107 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大2

7 熊　本 1944 遠山ひかり ﾄｵﾔﾏ ﾋｶﾘ 大1
ｸﾏﾓﾄ 1943 宮本　靖子 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ 大4

1942 栃原　愛弓 ﾄﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ
1945 田中　真央 ﾀﾅｶ ﾏｵ 大1

8 茨  城 1148 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 大4
ｲﾊﾞﾗｷ 大学 1149 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 大4

1151 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大3
1152 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 大1
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