
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 88 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:54.73
少年Ａ              大会記録  4:03.65

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 京　都 599 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 598 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 高3

604 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高2
602 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 高2

3 群  馬 183 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 高3
ｸﾞﾝﾏ 高校 185 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 高3

182 末廣　美月 ｽｴﾋﾛ ﾐｽﾞｷ 高3
184 秋谷　里実 ｱｷﾔ ｻﾄﾐ 高3

4 兵  庫 683 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 684 堀上　綺良 ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ 高2

680 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高3
681 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高3

5 神奈川 340 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 337 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 高3

338 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高3
341 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2

6 大　阪 640 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高3
ｵｵｻｶ 高校 643 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高2

639 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 高3
644 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 高2

7 愛　媛 832 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 高2
ｴﾋﾒ 高校 835 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 高1

833 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高2
834 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 高2

8 富　山 429 山口友利衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｴ 高2
ﾄﾔﾏ 高校 428 宮川　華鈴 ﾐﾔｶﾜ ｶﾘﾝ 高3

426 篠原　明美 ｼﾉﾊﾗ ｱｹﾐ 高3
427 井山　美鈴 ｲﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 高3

9 福  岡 862 井上　結貴 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 859 福島　由樹 ﾌｸｼﾏ ﾕｷ 高3

863 石原　愛依 ｲｼﾊﾗ ﾒｲ 高2
860 端野　咲紀 ﾊｼﾉ ｻｷ 高3
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1

2 和歌山 726 山﨑　　光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 高3
ﾜｶﾔﾏ 高校 728 中尾　有稀 ﾅｶｵ ｱｷ 高2

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 静　岡 478 加藤　杏樹 ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 474 水野　美鈴 ﾐｽﾞﾉ ﾐｽｽﾞ 高3

479 水野　夏南 ﾐｽﾞﾉ ﾅﾂﾅ 高2
475 今村　涼花 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ 高3

4 埼  玉 218 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 216 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高3

220 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高2
219 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 高2

5 東　京 300 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 295 浅羽　　栞 ｱｻﾊﾞ ｼｵﾘ 高3

294 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 高3
298 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高2

6 愛　知 518 伊與田萌々 ｲﾖﾀﾞ ﾓﾓ 高3
ｱｲﾁ 高校 515 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高3

521 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 高2
519 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高3

7 千　葉 258 星　　美里 ﾎｼ ﾐｻﾄ 高2
ﾁﾊﾞ 高校 255 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 高3

254 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 高3
256 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 高3

8 岡　山 755 中村　彩乃 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 高3
ｵｶﾔﾏ 高校 752 児玉早弥香 ｺﾀﾞﾏ ｻﾔｶ 高3

754 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 高3
753 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 高3

9 山　梨 369 新井ひかり ｱﾗｲ ﾋｶﾘ 高2
ﾔﾏﾅｼ 高校 368 萩原　美聖 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｻﾄ 高2

366 田中さくら ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 高2
365 内田かりん ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ 高3
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