
第５３回中国四国学生選手権水泳競技大会
兼　第５２回中国四国国公立大学選手権水泳競技大会
島根県立水泳プール

大会記録   4:17.68
競技No. : 34 女子 4x100m メドレーリレー タイム決勝

順位 組/水路 加盟 チーム名 ヨミガナ 生年 学種 （第１泳者） 記録

50m 100m

1 1/5 学中国 岡山大学 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1:08.94  4:35.95
1 津島　光希 ﾂｼﾏ ﾐﾂｷ 大1 33.47 1:08.94 1:08.94 (  0.58)
2 卷幡　　樂 ﾏｷﾊﾀ ﾗｸ 大4 36.14 1:16.41 2:25.35 ( +0.44)
3 大高八重子 ｵｵﾀｶ ﾔｴｺ 大2 30.04 1:08.09 3:33.44 ( +0.05)
4 柳生　笑利 ﾔｷﾞｭｳ ｴﾘ 大3 29.17 1:02.51 4:35.95 ( +0.21)

2 1/4 学中国 川崎医療福祉大 ｶﾜｻｷｲﾘｮｳﾌｸｼﾀﾞｲ 大学 1:10.66  4:37.28
1 高田　真菜 ﾀｶﾀ ﾏﾅ 大3 33.98 1:10.66 1:10.66 (  0.52)
2 藤田奈乃把 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾉﾊ 大4 35.68 1:15.89 2:26.55 ( +0.20)
3 前岡　優里 ﾏｴｵｶ ﾕﾘ 大4 31.43 1:07.15 3:33.70 ( +0.45)
4 有馬　志保 ｱﾘﾏ ｼﾎ 大2 30.51 1:03.58 4:37.28 ( +0.36)

3 1/6 学中国 山口大学 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1:12.42  4:45.44
1 天木　智尋 ｱﾏｷ ﾁﾋﾛ 大3 33.98 1:12.42 1:12.42 (  0.68)
2 矢野帆乃果 ﾔﾉ ﾎﾉｶ 大2 37.57 1:20.10 2:32.52 ( +0.37)
3 三嶋　　拓 ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ 大1 31.78 1:09.01 3:41.53 ( +0.58)
4 藤井　景理 ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 大4 30.67 1:03.91 4:45.44 ( +0.33)

4 1/8 学中国 広島大学 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1:11.95  4:51.24
1 岡田　知花 ｵｶﾀﾞ ﾁﾊﾅ 大2 35.25 1:11.95 1:11.95 (  0.60)
2 小野百々香 ｵﾉ ﾓﾓｶ 大3 37.82 1:20.43 2:32.38 ( +0.36)
3 成田　佳乃 ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ 大1 33.15 1:13.99 3:46.37 ( +0.56)
4 山﨑　　響 ﾔﾏｻｷ ﾋﾋﾞｷ 大4 30.69 1:04.87 4:51.24 ( +0.38)

5 1/3 学中国 高知大学 ｺｳﾁﾀﾞｲ 大学 1:16.19  4:59.09
1 佐古田彩里 ｻｺﾀﾞ ﾋｶﾘ 大1 36.67 1:16.19 1:16.19 (  0.65)
2 檜尾　美和 ﾋﾉｷｵ ﾐﾜ 大3 41.41 1:29.14 2:45.33 ( +0.54)
3 山脇　治華 ﾔﾏﾜｷ ﾊﾙｶ 大4 31.78 1:08.80 3:54.13 ( +0.44)
4 長田　真衣 ﾅｶﾞﾀ ﾏｲ 大1 30.58 1:04.96 4:59.09 ( +0.45)

6 1/2 学中国 鳥取大学 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ 大学 1:15.14  5:12.12
1 髙尾　青奈 ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ 大2 36.20 1:15.14 1:15.14 (  0.63)
2 髙濵　咲月 ﾀｶﾊﾏ ｻﾂｷ 大2 38.47 1:25.80 2:40.94 ( +0.18)
3 遠藤　香乃 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾉ 大2 33.51 1:14.77 3:55.71 ( +0.51)
4 北村　潮音 ｷﾀﾑﾗ ｼｵﾈ 大3 35.62 1:16.41 5:12.12 ( +0.09)

1/7 学中国 愛媛大学 ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学 棄権
1 濱家　未来 ﾊﾏｲｴ ﾐｷ 大2
2 峯村　悠月 ﾐﾈﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 大1
3 水国みいな ﾐｽﾞｸﾆ ﾐｲﾅ 大2
4 土居　明莉 ﾄﾞｲ ｱｶﾘ 大1

1/9 学中国 福山平成大学 ﾌﾌｸﾍｲﾀﾞｲ 大学 棄権
1 山根　澄夏 ﾔﾏﾈ ｽﾐｶ 大2
2 井上　玉稀 ｲﾉｳｴ ﾀﾏｷ 大3
3 國川　千尋 ｸﾆｶﾜ ﾁﾋﾛ 大4
4 小畠　綾香 ｺﾊﾞﾀｹ ｱﾔｶ 大2

2022/07/10 12:55:58 Page 1SEIKO Swimming Results System

種目別競技結果


