
第52回和歌山県短水路選手権水泳競技大会

秋葉山公園県民水泳場

県記録     1:56.67
競技No. : 103 女子 4x50m メドレーリレー 決勝
予選No. : 59 県内

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

1 1/4 和歌山 ADカツラギSS ADｶﾂﾗｷﾞ 一般 29.25  1:58.60
1 榎本　裕月 ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ 中3 29.25 29.25 (  0.61)
2 三浦　彩花 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 高3 33.67 1:02.92 ( +0.31)
3 榎本　真乙 ｴﾉﾓﾄ ﾏｵ 高3 27.89 1:30.81 ( +0.13)
4 川合日美希 ｶﾜｲ ﾋﾋﾞｷ 高3 27.79 1:58.60 ( +0.35)

2 1/6 和歌山 パル紀の川 ﾊﾟﾙｷﾉｶﾜ 一般 31.56  2:08.65
1 松田　美優 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕｳ 高1 31.56 31.56 (  0.66)
2 戸田帆乃花 ﾄﾀﾞ ﾎﾉｶ 小5 37.67 1:09.23 ( +0.72)
3 三浦　あお ﾐｳﾗ ｱｵ 高2 30.08 1:39.31 ( +0.27)
4 木本　那月 ｷﾓﾄ ﾅﾂｷ 中1 29.34 2:08.65 ( +0.18)

3 1/5 和歌山 ADカツラギSS ADｶﾂﾗｷﾞ 一般 32.46  2:11.57
1 三浦　知夏 ﾐｳﾗ ﾄﾓｶ 中3 32.46 32.46 (  0.76)
2 木村　光佑 ｷﾑﾗ ﾐﾕ 高1 35.91 1:08.37 ( +0.47)
3 矢倉　陽菜 ﾔｸﾞﾗ ﾋﾅ 小6 33.76 1:42.13 ( +0.43)
4 津田　彩名 ﾂﾀﾞ ｱﾔﾅ 中1 29.44 2:11.57 ( +0.37)

4 1/7 和歌山 ＭＧ海南 MGｶｲﾅﾝ 一般 37.14  2:22.80
1 平林　愛海 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 小5 37.14 37.14 (  0.77)
2 井村　心遥 ｲﾑﾗ ｺﾊﾙ 小6 40.58 1:17.72 ( +0.13)
3 梅本　那樹 ｳﾒﾓﾄ ﾅﾐｷ 中1 30.42 1:48.14 ( +0.50)
4 林　　愛望 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ 小4 34.66 2:22.80 ( +0.34)

5 1/1 和歌山 ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 ﾊﾟﾙｵｵﾀ 小学 35.66  2:23.79
1 田中　迦澄 ﾀﾅｶ ｶｽﾐ 小4 35.66 35.66 (  0.64)
2 山本ライラ ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲﾗ 小4 40.18 1:15.84 ( +0.46)
3 松村　紡希 ﾏﾂﾑﾗ ﾂﾑｷﾞ 小4 35.25 1:51.09 ( +0.33)
4 星野　彩羽 ﾎｼﾉ ｻﾜ 小4 32.70 2:23.79 ( +0.50)

1/2 和歌山 ﾊﾟﾙﾎﾟｰﾄ太田 ﾊﾟﾙｵｵﾀ 小学 33.00 失格
1 眞邉ひなの ﾏﾅﾍﾞ ﾋﾅﾉ 小6 33.00 33.00 (  0.65)
2 蜂谷彩綺華 ﾊﾁﾔ ｱｷﾊ 小6 ( -0.14)
3 上野　莉那 ｳｴﾉ ﾘﾅ 小6
4 東　　虹羽 ｱｽﾞﾏ ｺｳ 小6

1/3 和歌山 ADむそたSC ADﾑｿﾀSC 一般 31.53 失格
1 田中　京楓 ﾀﾅｶ ｷｮｳｶ 中2 31.53 31.53 (  0.62)
2 川上　桃佳 ｶﾜｶﾐ ﾓﾓｶ 中1 35.14 1:06.67 ( +0.36)
3 加藤　芳野 ｶﾄｳ ﾖｼﾉ 高1 30.06 1:36.73 ( +0.36)
4 前田　瑞季 ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 中2 ( -0.11)
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