
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   3:59.97
競技No. :  83 女子 4x100m メドレーリレー 決勝
予選No. :  75 大会記録   4:06.04

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

1 135 目黒日大 東  京 553 竹葉　智子 ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ 高1 4:15.03
ﾒｸﾞﾛﾆﾁﾀﾞｲ 高校 554 遠藤　和夏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 高1

546 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 高3
548 小原　天寧 ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ 高2

2 68 武南 埼  玉 310 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 高3 4:14.41
ﾌﾞﾅﾝ 高校 311 齋田　百萌 ｻｲﾀ ﾓﾓ 高3

318 守友　晃子 ﾓﾘﾄﾓ ｱｷｺ 高1
312 岩﨑　　蘭 ｲﾜｻｷ ﾗﾝ 高3

3 245 豊川 愛  知 1074 山内　麻以 ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ 高2 4:14.07
ﾄﾖｶﾜ 高校 1075 池田りんか ｲｹﾀﾞ ﾘﾝｶ 高2

1069 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 高3
1068 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高3

4 301 近畿大附 大  阪 1321 市地　颯華 ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ 高2 4:13.85
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 1317 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高3

1318 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高3
1319 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 高3

5 129 淑徳巣鴨 東  京 527 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高3 4:13.99
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 高校 525 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高3

529 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 高1
528 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 高2

6 162 日大藤沢 神奈川 673 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 高2 4:14.19
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 677 猪狩　彩奈 ｲｶﾞﾘ ｷﾅ 高1

674 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 高2
668 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高3

7 235 中京大中京 愛  知 1018 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高3 4:14.61
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲﾁｭｳｷｮ 高校 1024 太田ゆめの ｵｵﾀ ﾕﾒﾉ 高1

1019 中間　海菜 ﾅｶﾏ ﾐﾅ 高2
1021 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高2

8 55 春日部共栄 埼  玉 272 酒井　　凌 ｻｶｲ ﾘｮｳ 高1 4:15.03
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 260 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 高3

259 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高3
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）

高校記録   3:59.97
競技No. :  83 女子 4x100m メドレーリレー 決勝
予選No. :  75 大会記録   4:06.04

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 220 愛み大瑞穂 愛  知
ｱｲﾐﾀﾞｲﾐｽﾞﾎ 高校

補欠 295 太成学院大高 大  阪
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｺｳ 高校
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