
第４８回中国中学水泳選手権大会                         女子成績一覧表 

2014/08/09 ～ 2014/08/10

会場  どらドラパーク米子水泳場  学校・学年印字   

   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

自由形 内田　愛理 中2 横山　　雅 中3 髙宮　玲音 中3 荒川　　葵 中2 石飛　咲良 中1 讃岐　百花 中3 山本　美波 中3 石田　朱里 中3

50m 山・附属山口 鳥・桜ヶ丘 山・川中 岡・庄 島・湖南 広・広大三原 岡・総社西 広・安佐北

タイム決勝 27.07 27.18 27.27 27.59 27.70 27.87 28.00 28.27

自由形 山田　奈子 中3 桂　実津季 中3 寺坂　光智 中3 植村　　奏 中1 加藤悠夏里 中2 山本　七海 中3 岩堀　結優 中1 藤原　倫来 中1

200m 鳥・境一 岡・倉敷天城 岡・白陵 広・二葉 広・七尾 島・浜田一 岡・津山西 島・出雲一

タイム決勝 2:10.37 2:11.83 2:12.10 2:13.27 2:15.22 2:15.70 2:16.09 2:17.29

自由形 高橋　美空 中2 田淵　晴夏 中3 延原　里佳 中2 甲斐渚奈葉 中2 井藤　菜月 中3 三木ひかる 中3 家頭　　望 中3 加藤　舞穂 中3

800m 岡・福浜 岡・桑田 岡・操山 岡・操南 広・五日市 島・松江三 広・両城 広・五日市南

タイム決勝 8:57.46 9:12.44 9:13.77 9:13.90 9:26.59 9:30.66 9:33.55 9:48.56

(大会新)

背泳ぎ 井上　歩美 中3 春名　優香 中3 鶴田　真美 中3 木原　夏美 中1 大谷　咲月 中2 中本　菜那 中2 籠島沙希乃 中1 安食　友満 中3

200m 岡・連島 岡・倉敷西 鳥・淀江 山・三隅 島・平田 島・羽須美 広・可部 島・湖東

タイム決勝 2:24.46 2:26.67 2:27.73 2:30.02 2:31.32 2:31.54 2:33.73 2:34.61

平泳ぎ 渡部　芙柚 中3 平林　優花 中1 白井　侑里 中2 児玉早弥香 中2 田邉　望美 中3 石田　安美 中3 田中　杏深 中2 佐々木　優 中3

200m 広・広大福山 鳥・東山 山・浅江 広・暁の星女子 鳥・福米 広・可部 岡・操山 山・湯田

タイム決勝 2:41.68 2:43.46 2:43.66 2:44.11 2:45.00 2:46.06 2:46.41 2:46.98

バタフライ 塩澤　穂香 中2 石堂　愛菜 中3 藤山阿厘佐 中2 檀浦　朋恵 中3 大塚　汐莉 中3 新保美紗貴 中3 柳楽　結衣 中3 種　　琴羽 中2

200m 鳥・後藤ヶ丘 山・浅江 山・末武 広・市立府中 広・幸千 岡・御南 島・出雲二 島・羽須美

タイム決勝 2:19.40 2:21.60 2:23.22 2:24.45 2:26.91 2:28.96 2:29.81 2:30.49

個人メドレー 入澤　　愛 中3 高橋　美羽 中3 坂本　志織 中2 西田　比奈 中3 白井　梨央 中2 福井　彩絵 中2 金満　葉月 中2 田中　愛美 中3

400m 岡・御南 岡・県操山 広・昭和北 広・東朋 山・岐陽 岡・芳泉 広・阿品台 島・安来一

タイム決勝 4:55.42 5:02.40 5:11.21 5:12.52 5:13.46 5:15.82 5:28.37 5:36.20

リレー 島・湖南 中 岡・津山西 中 島・安来一 中 広・可部 中 鳥・箕蚊屋 中 山・附属山口 中 鳥・桜ヶ丘 中

400m 石飛　咲良 中1 岩堀　結優 中1 村上　菜摘 中3 石田　安美 中3 安田　雪乃 中2 内田　愛理 中2 横山　　雅 中3

タイム決勝 吉田　愛美 中1 岡田　すず 中3 増田　美悠 中2 松枝　千乃 中3 前田　悠里 中2 山本　月香 中2 清水　瑠菜 中3

藤井　愛弓 中2 中村　彩乃 中2 前田　真聡 中2 河野杏桜衣 中2 安田　六月 中3 御手洗さくら 中1 岸田　真実 中3

北村　静葉 中1 岩堀　愛満 中3 田中　愛美 中3 中川　　環 中3 池口いずみ 中2 古谷　陽弥 中2 岸田　美怜 中2

4:05.38 Fin. 4:10.40 Fin. 4:11.13 Fin. 4:12.67 Fin. 4:23.71 Fin. 4:24.44 Fin. 4:26.60 Fin.

(大会新)

 1:00.44 1st.  1:00.79 1st.  1:03.28 1st.  1:04.39 1st.  1:03.35 1st.  1:00.12 1st.  1:00.00 1st.
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