
第８７回日本高等学校選手権水泳競技大会
令和元年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会
熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと）

日本記録   3:36.17
競技No. :  19 女子 4x100m フリーリレー 決勝
予選No. :  7 大会記録   3:45.78

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 進出タイム
ヨミガナ 学種

1 293 太成学院大高 大  阪 1301 宇野　莉奈 ｳﾉ ﾘﾅ 高1 3:52.67
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｺｳ 高校 1300 星山　茅奈 ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ 高2

1306 杉山わか菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ 高1
1295 吉原　麻夏 ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾂ 高3

2 72 埼玉栄 埼  玉 344 篠塚　聖妃 ｼﾉﾂｶ ｲﾌﾞｷ 高1 3:52.48
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 334 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 高3

333 大海　茉那 ｵｵｳﾐ ﾏﾅ 高3
332 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高3

3 233 中京大中京 愛  知 1025 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 高1 3:52.08
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲﾁｭｳｷｮ 高校 1018 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高3

1020 岩村　夏佳 ｲﾜﾑﾗ ﾅﾂｶ 高2
1021 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高2

4 160 日大藤沢 神奈川 674 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 高2 3:49.41
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 675 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 高2

665 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高3
668 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高3

5 133 目黒日大 東  京 546 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 高3 3:51.95
ﾒｸﾞﾛﾆﾁﾀﾞｲ 高校 553 竹葉　智子 ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ 高1

552 中野乃梨子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ 高1
548 小原　天寧 ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ 高2

6 115 武蔵野 東  京 491 松橋　麗華 ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ 高1 3:52.12
ﾑｻｼﾉ 高校 490 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 高1

489 橋本季里香 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ 高2
488 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 高2

7 261 京都外大西 京  都 1161 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高2 3:52.49
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 1157 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高3

1169 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 高1
1166 奥村　紗代 ｵｸﾑﾗ ｻﾖ 高2

8 53 春日部共栄 埼  玉 259 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高3 3:52.81
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 258 中村　天音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 高3

264 相川　琴音 ｱｲｶﾜ ｺﾄﾈ 高2
271 武田　眞咲 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 高1
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第８７回日本高等学校選手権水泳競技大会
令和元年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会
熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと）

日本記録   3:36.17
競技No. :  19 女子 4x100m フリーリレー 決勝
予選No. :  7 大会記録   3:45.78

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 進出タイム
ヨミガナ 学種

補欠 243 豊川 愛  知
ﾄﾖｶﾜ 高校

補欠 299 近畿大附 大  阪
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校
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