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No.8 女子　100mマネキン・トゥ・ウィズフィン

レーン 名前 所属 学年 エントリータイム 記録

【1組】 A側

1 神宮寺　好美 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｺﾉﾐ 銚子LC 1:50.00 1:36.46

2 田中　伶奈 ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ KITAJMAQUATICS 中1 1:30.00 1:30.09

3 浦田　麻友 ｳﾗﾀ ﾏﾕ 日体大 大2 1:28.00 1:31.86

4 深谷　徳香 ﾌｶﾔ ﾉﾘｶ ＴＫＳ 1:25.00 1:16.44

5 小野　英里奈 ｵﾉ ｴﾘﾅ 日体大 大2 1:28.00 1:19.30

6 山崎　恵里佳 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ KITAJMAQUATICS 中1 1:30.00 1:32.56

7 木津谷　海乃 ｷﾂﾔ ｶﾉ 館山 1:35.00 1:43.41

【2組】 B側

1 前田　葵 ﾏｴﾀﾞ ｱｵｲ 日体大荏原 高1 1:23.90 1:20.71

2 中島　里美 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄﾐ KLGT 1:22.17 1:24.96

3 片平　悠理亜メリッサ ｶﾀﾋﾗ ﾕﾘｱﾒﾘｯｻ 西浜SLSC 一般 1:21.00 1:24.79

4 佐藤　美帆 ｻﾄｳ ﾐﾎ 日体大 大2 1:20.00 1:19.53

5 伊藤　舞香 ｲﾄｳ ﾏｲｶ 日体大 大1 1:20.00 1:22.36

6 天川　葉月 ﾃｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 西浜SLSC 中3 1:22.00 1:33.86

7 生澤　安祐美 ｲｹｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 日体大 大1 1:23.00 1:27.47

【3組】 A側

1 清水　美咲 ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ 日体大荏原 高3 1:20.00 1:34.90

2 森　梓咲 ﾓﾘ ｱｽﾞｻ 日体大荏原 高2 1:20.00 1:25.75

3 竹内　歩 ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾐ 日体大 大1 1:20.00 1:23.74

4 仙波　美幸 ｾﾝﾊﾞ ﾐﾕｷ 日体大荏原 高2 1:19.93 -

5 前川　紗槻 ﾏｴｶﾜ ｻｷ 銚子LC 1:20.00 1:30.75

6 杉崎　友梨 ｽｷﾞｻｷ ﾕﾘ 日体大 大2 1:20.00 1:16.34

7 稲畑　桃子 ｲﾅﾊﾀ ﾄｳｺ 日体大荏原 高2 1:20.00 1:20.34

【4組】 B側

1 輿石　晴歩 ｺｼｲｼ ﾊﾙﾎ 館山 1:18.00 1:25.58

2 具志堅　夕 ｸﾞｼｹﾝ ﾕｳ 日体大 大2 1:16.16 1:18.43

3 内堀　夏怜 ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾚﾝ 西浜SLSC 高2 1:13.50 1:16.67

4 中田　碧 ﾅｶﾀ ｱｵｲ 日体大 大3 1:12.00 1:16.58

5 北原　由実子 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾐｺ 日体大 大3 1:13.00 1:14.32

6 山田　エリカ ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘｶ KLGT 1:14.00 1:13.20

7 佐野　七美 ｻﾉ ﾅﾅﾐ 銚子LC 1:17.00 1:27.03
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【5組】 A側

1 津嶋　笑満花 ﾂｼﾏ ｴﾐｶ 館山 1:11.21 1:18.94

2 三橋　夏菜 ﾐﾊｼ ｶﾅ KITAJMAQUATICS 中3 1:10.00 1:28.13

3 髙橋　志穂 タカハシ　シホ 柏崎 大3 1:07.00 1:14.02

4 我妻　菜登 ｱｽﾞﾏ ﾅﾐ 勝浦LSC 一般 1:03.08 -

5 名須川　紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 茅ヶ崎SLSC 一般 1:04.71 1:06.78

6 堤　茅咲 ﾂﾂﾐ ﾁｻｷ 銚子LC 1:08.00 1:11.85

7 酒見　琳 ｻｶﾐ ﾘﾝ KITAJMAQUATICS 高2 1:10.00 1:18.18


