
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 15 女子   4x100m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:36.52
少年Ｂ              大会記録  3:46.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 福　井 1032 土本　夕愛 ﾂﾁﾓﾄ ﾕｱ 高1
ﾌｸｲ 1034 垣内　彩咲 ｶｷｳﾁ ｱﾔｻ 中3

1031 畑田　優衣 ﾊﾀﾀﾞ ﾕｲ 高1
1033 江守　凜華 ｴﾓﾘ ﾘﾝｶ 中3

3 福  岡 868 岡山　颯葵 ｵｶﾔﾏ ｻﾂｷ 高1
ﾌｸｵｶ 高校 869 高原　彩花 ﾀｶﾊﾗ ｻﾔｶ 高1

867 野口　美穂 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾎ 高1
864 岡　　莉子 ｵｶ ﾘｺ 高1

4 静　岡 483 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 高1
ｼｽﾞｵｶ 484 中村菜々穂 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ 高1

485 猪股萌々花 ｲﾉﾏﾀ ﾓﾓｶ 高1
487 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 中3

5 神奈川 346 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 347 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 高1

345 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 高1
343 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 高1

6 北海道 29 ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ ｷﾝｸﾞ ｱﾘｼｱ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 28 舛田　来唯 ﾏｽﾀﾞ ﾗｲ 高1

30 川井　莉瑚 ｶﾜｲ ﾘｺ 高1
32 藤田　彩花 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ 中3

7 鹿児島 947 山下ひなた ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾀ 中3
ｶｺﾞｼﾏ 948 有村　咲希 ｱﾘﾑﾗ ｻｷ 中3

944 中島　祐佳 ﾅｶｼﾏ ﾕｶ 高1
946 後野　真衣 ｳｼﾛﾉ ﾏｲ 中3

8 香　川 809 高橋美沙姫 ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ 高1
ｶｶﾞﾜ 810 牧野　桜子 ﾏｷﾉ ｻｸﾗｺ 中3

811 津島　光希 ﾂｼﾏ ﾐﾂｷ 中3
808 大高八重子 ｵｵﾀｶ ﾔｴｺ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 島　根 1048 常松　志麻 ﾂﾈﾏﾂ ｼﾏ 中3
ｼﾏﾈ 1047 荊尾　　華 ｶﾀﾗｵ ﾊﾅ 高1

1050 西尾　佳奈 ﾆｼｵ ｶﾅ 中3
1049 井上みづき ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾞｷ 中3

3 兵  庫 694 松野仁衣奈 ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 693 三原梨紗子 ﾐﾊﾗ ﾘｻｺ 中3

689 舩本　愛子 ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ 高1
687 井上　真帆 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 高1

4 熊　本 907 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 高1
ｸﾏﾓﾄ 高校 908 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 高1

910 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 高1
909 長森　花楓 ﾅｶﾞﾓﾘ ｶｴﾃﾞ 高1

5 東　京 303 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 中3
ﾄｳｷｮｳ 中学 306 内藤　万愛 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ 中3

305 竹葉　智子 ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ 中3
304 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 中3

6 愛　知 524 戸田　菜月 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1
ｱｲﾁ 529 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 中3

525 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高1
526 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高1

7 京　都 610 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 中3
ｷｮｳﾄ 606 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高1

609 奥村　紗代 ｵｸﾑﾗ ｻﾖ 高1
607 青木　尚子 ｱｵｷ ﾅｵｺ 高1

8 山　梨 370 伊東亜依海 ｲﾄｳ ｱｲﾐ 高1
ﾔﾏﾅｼ 371 家登美櫻子 ｶﾄ ﾐｵｺ 高1

374 長田　友唯 ｵｻﾀﾞ ﾕｲ 中3
372 名取　未夏 ﾅﾄﾘ ﾐｶ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 大　分 920 立山　青葉 ﾀﾃﾔﾏ ｱｵﾊﾞ 中3
ｵｵｲﾀ 922 若林　礼華 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 中3

921 楳木　麻央 ｳﾒｷ ﾏｵ 中3
919 井谷　優里 ｲﾀﾆ ﾕﾘ 高1

3 新  潟 417 永井　千晶 ﾅｶﾞｲ ﾁｱｷ 中3
ﾆｲｶﾞﾀ 419 佐藤　　愛 ｻﾄｳ ｱｲ 中3

418 稲津　怜華 ｲﾅﾂﾞ ﾚｲｶ 中3
416 土橋　　輝 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋｶﾙ 高1

4 奈  良 712 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 高1
ﾅﾗ 711 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 高1

714 木村　碧海 ｷﾑﾗ ｱｵｲ 中3
710 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 高1

5 埼  玉 225 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 高1
ｻｲﾀﾏ 224 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高1

223 相川　琴音 ｱｲｶﾜ ｺﾄﾈ 高1
226 武田　眞咲 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 中3

6 大　阪 652 津隈　由子 ﾂｸﾏ ﾕｳｺ 中3
ｵｵｻｶ 648 七牟禮友希 ﾅﾅﾑﾚ ﾕｷ 高1

649 星山　茅奈 ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ 高1
647 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 高1

7 千　葉 265 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 中3
ﾁﾊﾞ 263 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 高1

264 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 中3
261 賀部　寿音 ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 高1

8 福　島 114 和知良々夢 ﾜﾁ ﾗﾗﾝ 中3
ﾌｸｼﾏ 112 安達　　光 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾘ 高1

115 秋山　栞名 ｱｷﾔﾏ ｶﾝﾅ 中3
113 菅家　綾美 ｶﾝｹ ｱﾔﾐ 高1
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