
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）

高校記録   8:02.09
競技No. :  69 女子 4x200m フリーリレー 決勝
予選No. :  53 大会記録   8:07.27

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

1 134 目黒日大 東  京 548 小原　天寧 ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ 高2 8:22.29
ﾒｸﾞﾛﾆﾁﾀﾞｲ 高校 546 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 高3

549 小野寺愛結 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾕ 高2
553 竹葉　智子 ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ 高1

2 300 近畿大附 大  阪 1319 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 高3 8:22.00
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 1321 市地　颯華 ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ 高2

1318 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高3
1316 菊地　未愛 ｷｸﾁ ﾐﾁｶ 高3

3 270 四條畷学園 大  阪 1197 中村　百恵 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｴ 高1 8:20.99
ｼｼﾞｮｳﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 高校 1198 梶本　一花 ｶｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 高1

1193 渡邉　美有 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 高3
1196 谷川亜華葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ 高1

4 161 日大藤沢 神奈川 674 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 高2 8:16.88
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 673 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 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 54 春日部共栄 埼  玉 271 武田　眞咲 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 高1 8:20.79
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 259 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高3

263 三浦　理音 ﾐｳﾗ ﾘｵﾝ 高3
266 髙桑　美咲 ﾀｶｸﾜ ﾐｻｷ 高2

6 319 須磨学園 兵  庫 1401 松野仁衣奈 ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ 高1 8:20.99
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1397 井上　真帆 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 高2

1391 堀上　綺良 ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ 高3
1392 内田　真樹 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ 高3

7 73 埼玉栄 埼  玉 338 増田　聖乃 ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ 高2 8:22.20
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 332 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高3

344 篠塚　聖妃 ｼﾉﾂｶ ｲﾌﾞｷ 高1
334 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 高3

8 262 京都外大西 京  都 1157 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高3 8:23.15
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 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
1155 松下奈那香 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅｶ 高3
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補欠 128 淑徳巣鴨 東  京
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 高校

補欠 111 八王子 東  京
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校
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