
第67回国民体育大会水泳競技会                      
                                                  
長良川スイミングプラザ                            

スタートリスト

競技No. 15 女子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:37.90
少年Ｂ              大会記録  3:46.99

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 茨  城 167 海老澤美月 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 168 山崎　さえ ﾔﾏｻﾞｷ ｻｴ 高1

170 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 中3
169 出澤　美和 ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ 中3

3 愛  知 571 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 高1
ｱｲﾁ 高校 570 冨田　真由 ﾄﾐﾀﾞ ﾏﾕ 高1

576 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 高1
574 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 高1

4 千　葉 295 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 高1
ﾁﾊﾞ 301 萩原　菜奈 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾅ 中3

300 佐藤　舞奈 ｻﾄｳ ﾏｲﾅ 中3
293 森　みず葵 ﾓﾘ ﾐｽﾞｷ 高1

5 栃　木 190 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 中3
ﾄﾁｷﾞ 中学 191 神山　らん ｶﾐﾔﾏ ﾗﾝ 中3

189 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 中3
192 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 中3

6 神奈川 383 朝長千恵子 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 382 川畑　志保 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ 中3

381 古知屋美汐 ｺﾁﾔ ﾐｼｽﾞ 高1
384 佐久間　彩 ｻｸﾏ ｱﾔ 中3

7 北海道 28 吉川　　萌 ﾖｼｶﾜ ﾓﾕ 中3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 32 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 中3

26 中舘　　涼 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾘｮｳ 高1
27 三浦　知紘 ﾐｳﾗ ﾁﾋﾛ 高1

8 香　川 919 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 高1
ｶｶﾞﾜ 高校 921 中山　尚美 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ 高1

916 筒井　真彩 ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ 高1
920 白川　有紗 ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ 高1

9 山　梨 400 岩本　紗季 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 高1
ﾔﾏﾅｼ 402 小西　麻友 ｺﾆｼ ﾏﾕ 中3

401 深澤美南海 ﾌｶｻﾜ ﾐﾅﾐ 高1
403 佐野　愛莉 ｻﾉ ｱｲﾘ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 福　井 501 髙橋　花帆 ﾀｶﾊｼ ｶﾎ 中3

ﾌｸｲ 500 岡田奈津美 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 中3
499 奥出　理子 ｵｸﾃﾞ ﾘｺ 高1
502 田附　未歩 ﾀﾂﾞｹ ﾐﾎ 中3

2 群  馬 218 藤倉　楓音 ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾉﾝ 高1
ｸﾞﾝﾏ 219 谷口　憂羅 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾗ 高1

221 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 中3
217 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 高1

3 新  潟 457 棚辺　　南 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 中3
ﾆｲｶﾞﾀ 460 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 中3

459 真島　杏実 ﾏｼﾞﾏ ｱﾐ 中3
456 難波　若那 ﾅﾝﾊﾞ ﾜｶﾅ 高1

4 埼  玉 261 大久保侑央 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ 中3
ｻｲﾀﾏ 259 黒川さくら ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ 中3

256 浅見　　瞳 ｱｻﾐ ﾋﾄﾐ 高1
257 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 高1

5 京　都 682 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 中3
ｷｮｳﾄ 681 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 高1

679 延安　亜綺 ﾉﾌﾞﾔｽ ｱｷ 高1
680 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 高1

6 山　形 121 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 高1
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 123 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 高1

122 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 高1
124 黒田　莉央 ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ 高1

7 岡　山 846 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 高1
ｵｶﾔﾏ 852 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 中3

850 渡邊　　栞 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ 中3
847 来間ななみ ﾗｲﾏ ﾅﾅﾐ 高1

8 兵  庫 760 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 762 西田　咲月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂｷ 高1

765 清水　史華 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｶ 中3
763 松本　茉与 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾖ 高1

9 三　重 592 黒田　早希 ｸﾛﾀﾞ ｻｷ 高1
ﾐｴ 596 田端　梓沙 ﾀﾊﾞﾀ ｱｽﾞｻ 中3

593 立住　由夏 ﾀﾃｽﾞﾐ ﾕｶ 高1
595 西野　美妃 ﾆｼﾉ ﾐｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 和歌山 811 白子　菜緒 ｼﾗｺ ﾅｵ 中3

ﾜｶﾔﾏ 809 日野　文菜 ﾋﾉ ｱﾔﾅ 高1
810 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 中3
808 泉谷　香里 ｲｽﾞﾀﾆ ｶｵﾘ 高1

2 長　野 426 原田　彩音 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾈ 中3
ﾅｶﾞﾉ 423 成澤　侑花 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｶ 高1

424 望月　　恵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 高1
425 石坂　夏鈴 ｲｼｻﾞｶ ｶﾘﾝ 中3

3 岐　阜 628 安藤　芽生 ｱﾝﾄﾞｳ ﾒｲ 高1
ｷﾞﾌ 630 椎木満里乃 ｼｲｷ ﾏﾘﾉ 中3

629 水谷　華奈 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ 中3
626 田口そよ風 ﾀｸﾞﾁ ｿﾖｶ 高1

4 山　口 894 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ 高1
ﾔﾏｸﾞﾁ 893 國廣　桃子 ｸﾆﾋﾛ ﾓﾓｺ 高1

896 安藤　志穂 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾎ 中3
895 芦村　優奈 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ 高1

5 東　京 336 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳ 339 森下　優子 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｺ 高1

343 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ 中3
340 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 高1

6 大　阪 725 立花　沙奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ 中3
ｵｵｻｶ 720 井出美沙紀 ｲﾃﾞ ﾐｻｷ 高1

719 藤田紗矢香 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ 高1
723 牛塚　瑞紀 ｳｼﾂｶ ﾐｽﾞｷ 中3

7 福  岡 995 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 高1
ﾌｸｵｶ 1002 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 中3

1001 石橋　美穂 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾎ 中3
1000 飯伏　風花 ｲﾌﾞｼ ﾌｳｶ 中3

8 奈  良 784 松本恵理子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｺ 高1
ﾅﾗ 783 脇山　　遼 ﾜｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 高1

788 川西　彩加 ｶﾜﾆｼ ｱﾔｶ 中3
785 中谷　朱里 ﾅｶﾀﾆ ｱｶﾘ 高1

9 岩  手 57 星　　菜々 ﾎｼ ﾅﾅ 中3
ｲﾜﾃ 58 工藤　瑞季 ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 中3

56 伊藤　海羽 ｲﾄｳ ﾐｳ 中3
55 戸田　瑠依 ﾄﾀﾞ ﾙｲ 高1
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