
平成28年度全国中学校体育大会

第56回全国中学校水泳大会

順位一覧

予選高飛込女子

開催日 2016/08/17   0:00:00

審判長    西出好範/高橋亜紀      審判団(A) 4Round 審判団(B) 3Round新潟・ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟｰﾙ

   1 南波　克憲           1 山崎　雅夫        

   2 鈴木　義雄           
制限選択飛回数

回 2 平野　晴之           副審判長   毒島めぐみ/澄川真寿美  4

3 毒島　めぐみ         3 澄川真寿美           
自由選択飛回数

回3

   4 山本　泰子           
難易率合計

以内 機械操作 4 濱野満千雄        佐藤　毅7.6

   5 寺田　裕樹           
気　温

℃ 5 早水　健治        27.5

水　温 ℃
記録主任 古泉　朝子30.0

天　候
晴れ

所属名氏  名順位
得点合計

LIMIT FREE

金戸　凜① ｶﾈﾄ ﾘﾝ 東京 日出 192.201 208.75 400.95

近藤　花菜③ ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ 東京 稲付 161.802 177.30 339.10

押切　衣舞② ｵｼｷﾞﾘ ｲﾌﾞ 兵庫 甲武 154.453 154.90 309.35

山崎　佳蓮① ﾔﾏｻｷ ｶﾚﾝ 高知 横浜 163.504 136.50 300.00

前田　花奈① ﾏｴﾀ ﾊﾅ 鳥取 米子福生 169.805 122.75 292.55

山田　瑛奈① ﾔﾏﾀﾞ ｴﾅ 高知 春野 144.456 140.10 284.55

小原　己知② ｺﾊﾗ ﾅﾁ 島根 伯太 168.557 112.05 280.60

北田　彩夏② ｷﾀﾀﾞ ｱﾔｶ 石川 小松芦城 152.208 126.70 278.90

立野　萌③ ﾀﾁﾉ ﾓｴ 高知 高岡 153.859 124.05 277.90

長谷山奈優② ﾊｾﾔﾏ ﾅﾕ 埼玉 川口市立東 144.3010 130.15 274.45

皆川　詩音② ﾐﾅｶﾞﾜ ｼｵﾝ 山形 高畠 137.8511 136.45 274.30

永木　夏奈② ﾅｶﾞｷ ｶﾅ 茨城 土浦第一 143.3512 130.05 273.40

中村　日南② ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ 愛知 豊明 162.1013 109.50 271.60

北田　夏鈴② ｷﾀﾀﾞ ｶﾘﾝ 石川 小松芦城 151.7514 117.85 269.60

山田　千尋③ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 群馬 渋川 140.6015 127.75 268.35

安田　舞② ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ 鳥取 米子弓ケ浜 115.5016 146.60 262.10

木村　つづみ① ｷﾑﾗ ﾂﾂﾞﾐ 兵庫 光が丘 129.2517 132.70 261.95

熊木　蘭① ｸﾏｷ ﾗﾝ 群馬 四ツ葉学園 135.0018 119.10 254.10

内田　のい② ｳﾁﾀﾞ ﾉｲ 石川 小松松東 125.9019 126.05 251.95

伊熊　柚葉② ｲｸﾏ ﾕｽﾞﾊ 静岡 浜松新津 133.2020 110.85 244.05

村山　聖来① ﾑﾗﾔﾏ ｾｲﾗ 佐賀 致遠館 129.5521 114.10 243.65

西沢未来笑② ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾗｴ 神奈川 清新 134.2022 104.15 238.35

高桑　澪① ﾀｶｸﾜ ﾐｵ 石川 野々市 130.3523 102.95 233.30

大石　歩来① ｵｵｲｼ ｲﾌﾞｷ 静岡 江南 121.7524 109.95 231.70

高田　蒼衣② ﾀｶﾀ ｱｵｲ 広島 福山暁の星 129.7025 98.85 228.55

北島　緋夜③ ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾖﾗ 佐賀 牛津 112.9526 100.20 213.15

北村　夢② ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 茨城 茨城 117.3027 87.00 204.30

渡邉　叶乃音② ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 新潟 長岡東北 117.2028 85.75 202.95

池田　菜津③ ｲｹﾀﾞ ﾅﾂ 和歌山 明和 114.0529 75.00 189.05

安道　日暖③ ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾉﾝ 奈良 天理 82.3030 102.65 184.95

宮井　紀歩③ ﾐﾔｲ ｷﾎ 和歌山 紀之川 103.0031 74.20 177.20
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