
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 55 女子    4x50m   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

2 福　井 1027 髙橋　花帆 ﾀｶﾊｼ ｶﾎ 大3
ﾌｸｲ 1023 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ

1026 石本　綾音 ｲｼﾓﾄ ｱﾔﾈ
1028 田中　希蘭 ﾀﾅｶ ｷﾗﾗ 大1

3 山　形 92 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大4
ﾔﾏｶﾞﾀ 大学 95 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 大1

94 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 大2
96 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 大1

4 長　野 383 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ
ﾅｶﾞﾉ 384 佐藤　優香 ｻﾄｳ ﾕｶ

386 石坂　夏鈴 ｲｼｻﾞｶ ｶﾘﾝ 大3
385 望月　　恵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 大4

5 東　京 291 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 大1
ﾄｳｷｮｳ 288 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ

292 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 大1
293 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 大1

6 大　阪 638 山本　真白 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ 大1
ｵｵｻｶ 634 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ

633 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
636 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 大4

7 千　葉 252 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 大1
ﾁﾊﾞ 249 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ

253 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 大1
251 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 大2

8 静　岡 473 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 大1
ｼｽﾞｵｶ 大学 470 篠原　英恵 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅｴ 大3

472 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 大2
471 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 京　都 棄権
ｷｮｳﾄ

3 茨  城 134 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 大2
ｲﾊﾞﾗｷ 130 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ

135 余村　花梨 ﾖﾑﾗ ｶﾘﾝ 大1
133 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 大2

4 埼  玉 213 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 大1
ｻｲﾀﾏ 211 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 大3

208 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ
212 林　もも香 ﾊﾔｼ ﾓﾓｶ 大3

5 神奈川 333 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ
ｶﾅｶﾞﾜ 335 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 大1

330 福島　美里 ﾌｸｼﾏ ﾐｻﾄ
332 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ

6 愛　知 512 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 大3
ｱｲﾁ 511 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 大4

508 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ
509 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ

7 愛　媛 830 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 大1
ｴﾋﾒ 大学 828 東　　風音 ｱｽﾞﾏ ｶｻﾞﾈ 大3

829 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 大1
827 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 大4

8 兵  庫 679 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 大1
ﾋｮｳｺﾞ 大学 675 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 大4

677 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 大3
678 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 大3
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