
第59回国民体育大会夏季大会水泳競技                
                                                  
川口市青木町公園プール                            

スタートリスト

競技No.104 女子    400m   リレー   決勝   1組 日本記録  3:42.23
少年Ａ              大会記録  3:48.97

水路 チーム名 泳者 学年 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 福    岡 4002 植田富祐美 ｳｴﾀﾞ ﾌﾕﾐ 高3  3:58.87

ﾌｸｵｶ 高校 4010 原　　靖枝 ﾊﾗ ﾔｽｴ 高2
4012 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高1
4014 春口沙緒里 ﾊﾙｸﾞﾁ ｻｵﾘ 高3

2 新    潟 1732 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 高2  3:57.85
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1737 佐藤　　舞 ｻﾄｳ ﾏｲ 高2

1731 小川さやか ｵｶﾞﾜ ｻﾔｶ 高3
1739 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 高3

3 神 奈 川 1425 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 高3  3:56.95
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1442 天野　美沙 ｱﾏﾉ ﾐｻ 高3

1444 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高2
1423 三原絵里奈 ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ 高2

4 兵    庫 2823 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 高3  3:55.07
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2811 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高2

2824 吉村　志保 ﾖｼﾑﾗ ｼﾎ 高3
2828 藤嶋　彩香 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 高3

5 群    馬 1029 鈴木　茉莉 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 高3  3:54.41
ｸﾞﾝﾏ 高校 1030 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高1

1020 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 高3
1025 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高2

6 東    京 1329 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高2  3:55.04
ﾄｳｷｮｳ 高校 1341 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 高2

1336 内藤　　薫 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 高3
1342 吉村　裕美 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾐ 高3

7 埼    玉 1149 中村　美穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 高3  3:56.04
ｻｲﾀﾏ 高校 1133 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高1

1127 上野山祐季 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳｷ 高2
1150 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 高3

8 千    葉 1205 阿部　由佳 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 高3  3:57.02
ﾁﾊﾞ 高校 1209 賢木友理絵 ｻｶｷ ﾕﾘｴ 高2

1212 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 高3
1221 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 高2

9 静    岡 2105 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 高3  3:58.68
ｼｽﾞｵｶ 高校 2103 三田　春子 ﾐﾀ ﾊﾙｺ 高2

2106 水上　麗実 ﾐｽﾞｶﾞﾐ ﾚﾐ 高2
2107 石原　慶子 ｲｼﾊﾗ ｹｲｺ 高3

10 大    阪 2701 山本みどり ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 高3  3:59.05
ｵｵｻｶ 高校 2705 高橋　朱子 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｺ 高3

2725 坂上　友理 ｻｶｳｴ ﾕﾘ 高1
2728 小林　悠媛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｴﾝ 高3
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