
スタートリスト 敦賀市総合運動公園プール

競技No. 90 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:54.73
成年                大会記録  4:02.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 茨  城 132 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 大3
ｲﾊﾞﾗｷ 131 出澤　美和 ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ 大3

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

3 京　都 596 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 大3
ｷｮｳﾄ 594 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ

597 三曵　　光 ﾐﾂﾋﾞｷ ﾋｶﾘ 大2
595 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大4

4 大　阪 635 仲野　優女 ﾅｶﾉ ﾕﾒ 大4
ｵｵｻｶ 636 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 大4

633 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
634 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ

5 神奈川 331 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ
ｶﾅｶﾞﾜ 334 髙﨑　有紀 ﾀｶｻｷ ﾕｷ 大4

333 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ
335 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 大1

6 千　葉 251 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 大2
ﾁﾊﾞ 大学 250 中島亜沙姫 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｻﾋ 大4

252 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 大1
253 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 大1

7 兵  庫 679 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 大1
ﾋｮｳｺﾞ 大学 676 近藤　　和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｺﾞﾐ 大3

678 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 大3
675 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 大4

8 静　岡 471 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 大2
ｼｽﾞｵｶ 大学 469 廣橋　海結 ﾋﾛﾊｼ ﾐﾕ 大4

472 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 大2
473 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 大1

9 香　川 805 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 大1
ｶｶﾞﾜ 大学 802 大西　迪瑠 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ 大4

801 筒井　真彩 ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ 大4
804 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 大1
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2組
1

2 愛　媛 830 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 大1
ｴﾋﾒ 大学 827 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 大4

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

3 長　野 387 北原瑛里香 ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 大2
ﾅｶﾞﾉ 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
383 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ

4 埼  玉 208 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ
ｻｲﾀﾏ 210 関口　美咲 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ 大4

214 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 大1
211 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 大3

5 愛　知 510 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 大4
ｱｲﾁ 大学 513 松原空彩虹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾖｶ 大2

511 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 大4
512 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 大3

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

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

7 新  潟 410 棚辺　　南 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 大3
ﾆｲｶﾞﾀ 412 磯部　沙綾 ｲｿﾍﾞ ｻｱﾔ 大1

411 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 大3
409 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ

8 宮  城 68 渡邊　　彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 大3
ﾐﾔｷﾞ 大学 70 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ 大2

67 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 大3
69 河野　優美 ｶﾜﾉ ﾕｳﾐ 大2

9 北海道 23 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 大2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 20 田代　真子 ﾀｼﾛ ﾏｺ 大3

19 若狭向日葵 ﾜｶｻ ﾋﾏﾜﾘ 大3
22 横山ゆうき ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 大2
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