
2019年度　長野県高校総体水泳競技大会

すわっこランド

県記録記   2:14.29
競技No. : 13 女子  200m 個人メドレー 予選 県高校記   2:17.91

大会記録   2:21.11

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

100m

1 3/4 長  野 佐藤　紫苑 飯田 03 高1
ｻﾄｳ ｼｵﾝ ｲｲﾀﾞ  2:29.02 ( -----)

1:08.43

2 3/5 長  野 雪入　梨央 佐久長聖 01 高3
ﾕｷｲﾘ ﾘｵ ｻｸﾁｮｳｾｲ  2:31.01 ( -----)

1:11.74

3 3/3 長  野 長屋侑里鈴 大町岳陽 01 高3
ﾅｶﾞﾔ ﾕﾘﾘﾝ ｶﾞｸﾖｳ  2:33.00 ( -----)

1:13.22

4 3/7 長  野 荒井　香名 東海大諏訪 04 高1
ｱﾗｲ ｶﾅ ﾄｳｶｲｽﾜ  2:33.28 ( -----)

1:10.68

5 3/6 長  野 白倉　碧泉 小諸商業 02 高3
ｼﾗｸﾗ ｱｵｲ ｺｼｮｳ  2:35.86 ( -----)

1:14.94

6 3/2 長  野 倉澤佳菜子 須坂創成 02 高3
ｸﾗｻﾜ ｶﾅｺ ｽｻﾞｶｿｳｾｲ  2:37.09 ( -----)

1:14.55

7 2/3 長  野 松澤　靜空 飯田女子 03 高1
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｽﾞｸ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼ  2:37.59 ( -----)

1:13.95

8 2/6 長  野 林　　美月 東海大諏訪 03 高1
ﾊﾔｼ ﾐﾂｷ ﾄｳｶｲｽﾜ  2:38.72 ( -----)

1:14.67

9 2/4 長  野 平林　伶菜 松本県ヶ丘 01 高3
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ ｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ  2:40.03 ( -----)

1:13.72

10 2/5 長  野 柳原　佳奈 大町岳陽 01 高3
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶﾅ ｶﾞｸﾖｳ  2:40.09 ( -----)

1:15.27

11 1/4 長  野 橋原　雪乃 東海大諏訪 03 高2
ﾊｼﾊﾗ ﾕｷﾉ ﾄｳｶｲｽﾜ  2:45.47 ( -----)

1:15.43

12 2/7 長  野 櫻井　景都 野沢北 03 高1
ｻｸﾗｲ ｹｲﾄ ﾉｻﾞﾜｷﾀ  2:46.74 ( -----)

1:19.66

13 1/5 長  野 新井　　楓 OIDE長姫 02 高2
ｱﾗｲ ｶｴﾃﾞ ｲｲﾀﾞｵｰｵｻ  2:49.15 ( -----)

1:16.42

14 2/2 長  野 横田　百音 長野東 01 高3
ﾖｺﾀ ﾓﾈ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ  2:50.78 ( -----)

1:17.67

15 1/3 長  野 石原　未空 飯田女子 02 高2
ｲｼﾊﾗ ﾐｸ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼ  2:55.14 ( -----)

1:21.15
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2019年度　長野県高校総体水泳競技大会

すわっこランド

県記録記   2:14.29
競技No. : 13 女子  200m 個人メドレー 予選 県高校記   2:17.91

大会記録   2:21.11

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

100m

16 1/6 長  野 宮島　怜子 上田 02 高2
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾚｲｺ ｳｴﾀﾞ  2:57.09 ( -----)

1:20.83

17 1/2 長  野 堀　あずみ 松本深志 04 高1
ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ  3:03.76 ( -----)

1:24.71
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