
スタートリスト アクアパレットまつやま特設プール

競技No.  0 女子    4x50m   フリーリレー   予選   2組
成年                

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 静　岡 434 篠原　英恵 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅｴ 大2
ｼｽﾞｵｶ 432 埜下左知代 ﾉｼﾀ ｻﾁﾖ

431 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ
436 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 大1

2 熊　本 902 遠山ひかり ﾄｵﾔﾏ ﾋｶﾘ 大2
ｸﾏﾓﾄ 901 栃原　愛弓 ﾄﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ

904 神﨑　百恵 ｺｳｻﾞｷ ﾓﾓｴ 大1
903 田中　真央 ﾀﾅｶ ﾏｵ 大2

3 新  潟 369 奥村　晴香 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙｶ 大1
ﾆｲｶﾞﾀ 365 佐藤　有里 ｻﾄｳ ﾕﾘ 大4

364 熊谷　美穂 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾎ 大4
363 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ

4 東　京 251 濱塚　杏珠 ﾊﾏﾂﾞｶ ｱﾝｼﾞｭ 大3
ﾄｳｷｮｳ 大学 250 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大3

249 佐藤　佳奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 大3
252 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ 大2

5 愛　知 474 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 大2
ｱｲﾁ 大学 470 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 大4

471 鵜沼　彩乃 ｳﾇﾏ ｱﾔﾉ 大4
472 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 大3

6 群  馬 173 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 大3
ｸﾞﾝﾏ 172 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ

176 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 大1
175 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 大2

7 長　野 337 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ
ﾅｶﾞﾉ 338 望月　　恵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 大3

339 石坂　夏鈴 ｲｼｻﾞｶ ｶﾘﾝ 大2
340 原田　彩音 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾈ 大2

8 和歌山 695 住岡　叶夢 ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ 大1
ﾜｶﾔﾏ 693 日野　文菜 ﾋﾉ ｱﾔﾅ 大3

694 大竹　麻友 ｵｵﾀｹ ﾏﾕ 大1
692 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ
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2組
0 奈  良 668 吉年　美咲 ﾖｼﾄｼ ﾐｻｷ 大3

ﾅﾗ 大学 671 楢﨑　瑠美 ﾅﾗｻｷ ﾙﾐ 大3
670 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 大3
669 中谷　朱里 ﾅｶﾀﾆ ｱｶﾘ 大3

1 兵  庫 639 生田　真結 ｲｸﾀ ﾏﾕ 大4
ﾋｮｳｺﾞ 大学 641 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 大3

644 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 大2
640 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 大4

2 愛　媛 820 森　万柚子 ﾓﾘ ﾏﾕｺ
ｴﾋﾒ 819 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ

823 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 大3
825 井尻　　環 ｲｼﾞﾘ ﾀﾏｷ 大1

3 埼  玉 205 堀江　優希 ﾎﾘｴ ﾕｷ 大4
ｻｲﾀﾏ 大学 204 齋藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 大4

208 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 大2
207 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 大2

4 神奈川 288 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ
ｶﾅｶﾞﾜ 289 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 大4

285 岩永　美里 ｲﾜﾅｶﾞ ﾐｻﾄ
287 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ

5 大　阪 602 天野祐梨菜 ｱﾏﾉ ﾕﾘﾅ
ｵｵｻｶ 601 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ

600 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
599 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ

6 茨  城 136 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 大1
ｲﾊﾞﾗｷ 大学 135 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 大1

134 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 大2
133 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大4

7 京　都 559 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大3
ｷｮｳﾄ 大学 560 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 大2

561 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 大1
556 金澤　佑紀 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｷ 大3

8 山　形 91 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大3
ﾔﾏｶﾞﾀ 92 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 大3

93 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 大2
90 渡辺　耶唯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｲ
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