
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 17 女子   4x100m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  3:36.52
少年Ａ              大会記録  3:42.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 静　岡 477 渡邊　真衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 476 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 高3

475 今村　涼花 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ 高3
478 加藤　杏樹 ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 高2

4 千　葉 254 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 256 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 高3

257 松村　多恵 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ 高2
255 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 高3

5 東　京 294 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 298 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高2

302 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 高1
299 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 高2

6 愛　知 520 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高2
ｱｲﾁ 高校 515 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高3

517 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 高3
519 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高3

7 大　阪 644 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 高2
ｵｵｻｶ 高校 641 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 高3

639 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 高3
642 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 高3

8 岡　山 754 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 高3
ｵｶﾔﾏ 高校 753 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 高3

756 岩堀　結優 ｲﾜﾎﾘ ﾕｳ 高2
755 中村　彩乃 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 和歌山 730 森　　愛菜 ﾓﾘ ｱｲﾅ 高1
ﾜｶﾔﾏ 高校 726 山﨑　　光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 高3

729 藤本　天海 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾏﾐ 高2
727 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 高2

3 愛　媛 835 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 高1
ｴﾋﾒ 高校 833 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高2

831 岩間　薫乃 ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ 高3
834 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 高2

4 兵  庫 681 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 683 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高3

686 北見　茉暖 ｷﾀﾐ ﾏﾉﾝ 高2
680 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高3

5 神奈川 341 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 340 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高2

342 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高2
338 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高3

6 埼  玉 219 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 220 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高2

217 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高2
215 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高3

7 京　都 602 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 601 竹田ひろか ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 高3

603 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 高2
599 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高3

8 岩  手 52 及川　羽藍 ｵｲｶﾜ ｳﾗﾝ 高2
ｲﾜﾃ 高校 47 千葉すみれ ﾁﾊﾞ ｽﾐﾚ 高3

50 千葉　美南 ﾁﾊﾞ ﾐﾅﾐ 高2
48 森　　巴泉 ﾓﾘ ﾊｽﾞﾐ 高3
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