
平成29年度全国中学校体育大会
第57回全国中学校水泳競技大会

順位一覧
1組予選高飛込女子

開催日 2017/08/17   
審判長 西出・大久保・今村      審判団(A) 4Round 審判団(B) 3Round鹿児島市鴨池公園水泳プール

1 村越・山崎        1 湯浅・江島        
2 鈴木・江川        制限選択飛回数 回 2 柴岡・西元        副審判長   阿部・江川・江島・湯浅  4

3 小林・河田        3 柴岡・西元        自由選択飛回数 回3
4 小林・山崎        難易率合計 以内 機械操作 4 湯浅・江島        若林　基7.6
5 村越・河田        気　温 ℃ 5 鈴木・小林        31.9

水　温 ℃ 記録主任 横尾　伸子31.5
天　候 晴れ

所属名氏  名順位 得点合計LIMIT FREE

金戸　凜 ｶﾈﾄ ﾘﾝ 日出 189.751 207.10 396.85
小原　己知 ｺﾊﾗ ﾅﾁ 伯太中学 175.802 159.60 335.40
北田　彩夏 ｷﾀﾀﾞ ｱﾔｶ 小松芦城 176.253 147.80 324.05
押切　衣舞 ｵｼｷﾞﾘ ｲﾌﾞ 甲武 167.154 156.55 323.70
山崎　佳蓮 ﾔﾏｻｷ ｶﾚﾝ 高知市立横浜 166.655 144.85 311.50
熊木　蘭 ｸﾏｷ ﾗﾝ 四ツ葉学園 144.906 138.55 283.45
望月　来華 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗｲｶ 日出 155.207 120.15 275.35
中村　日南 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅﾀ 豊明 130.908 142.15 273.05
川上　瑞葵 ｶﾜｶﾐ ﾐｽﾞｷ 石川小松中海 139.209 133.75 272.95
黒川　菜々実 ｸﾛｶﾜ ﾅﾅﾐ 大阪上町 143.9010 121.95 265.85
伊熊　柚葉 ｲｸﾏ ﾕｽﾞﾊ 浜松新津 143.8011 118.80 262.60
北田　夏鈴 ｷﾀﾀﾞ ｶﾘﾝ 小松芦城 144.0512 117.15 261.20
戸田　萌々香 ﾄﾀﾞ ﾓﾓｶ 米沢六中 134.7013 121.65 256.35
内田　のい ｳﾁﾀﾞ ﾉｲ 石川小松松東 140.6514 115.00 255.65
村山　聖来 ﾑﾗﾔﾏ ｾｲﾗ 致遠館中 139.6015 115.10 254.70
高田  蒼衣 ﾀｶﾀ  ｱｵｲ 福山暁の星中 134.0016 116.40 250.40
山田　瑛奈 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾅ 高知市立春野 129.9517 119.90 249.85
青山　由唯加 ｱｵﾔﾏ ﾕｲｶ 浜松南陽 127.0018 118.05 245.05
関口　麻耶 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾔ 川口上青木 135.7519 107.85 243.60
木村　つづみ ｷﾑﾗ ﾂﾂﾞﾐ 光が丘 112.5020 129.65 242.15
森淵  純鈴 ﾓﾘﾌﾞﾁ  ｽﾐﾚ 広島福山鳳中 130.6021 111.00 241.60
永木　夏奈 ﾅｶﾞｷ ｶﾅ 土浦第一 118.9522 118.35 237.30
土田　実歩 ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾎ 長岡南 123.5023 113.50 237.00
長谷山　奈優 ﾊｾﾔﾏ ﾅﾕ 川口東 132.6524 103.35 236.00
大石　歩来 ｵｵｲｼ ｲﾌﾞｷ 浜松江南 134.6525 100.40 235.05
勝眞　海音 ｶﾂﾏ ﾐｵ 天理 122.6026 110.25 232.85
平澤　杏理彩 ﾋﾗｻﾜ ｱﾘｻ 長岡旭岡 134.7027 96.90 231.60
千葉　真央 ﾁﾊﾞ ﾏｵ 浜松学院 132.3028 98.70 231.00
松田　心杏 ﾏﾂﾀﾞ ｺｱ 高尾台 112.0029 117.20 229.20
北村　夢 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾒ 茨城 128.2530 96.65 224.90
勝　穂奈美 ｶﾂ ﾎﾅﾐ 宝梅 122.2031 100.45 222.65
皆川　詩音 ﾐﾅｶﾞﾜ ｼｵﾝ 高畠 126.9032 95.25 222.15
堤　彩音 ﾂﾂﾐ ｱﾔﾈ 前橋鎌倉 101.1533 109.10 210.25
山吉　志麻 ﾔﾏﾖｼ ｼﾏ 四日市南 106.4534 96.40 202.85
渡邉　叶乃音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 長岡東北 114.3035 70.65 184.95
須田　真衣 ｽﾀﾞ ﾏｲ 岩切 104.8036 79.60 184.40
山吉　慧 ﾔﾏﾖｼ ｻﾄ 四日市南 88.1537 82.80 170.95
麓　芽衣 ﾌﾓﾄ ﾒｲ 鴨池 72.6538 54.00 126.65
安田　舞 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ 米子市弓ヶ浜棄権
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