
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. 17 女子    400m   リレー   予選   2組 日本記録  3:37.90
少年Ａ              大会記録  3:45.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 山　梨 398 小俣麻有里 ｵﾏﾀ ﾏﾕﾘ 高2

ﾔﾏﾅｼ 高校 393 七里　夏海 ｼﾁﾘ ﾅﾂﾐ 高3
395 手塚　彩夏 ﾃﾂﾞｶ ｱﾔｶ 高3
396 中澤　夏純 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾐ 高3

2 岩  手 51 後藤　智子 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｺ 高3
ｲﾜﾃ 高校 54 熊坂　衣真 ｸﾏｻｶ ｲﾏ 高3

52 石川　舞花 ｲｼｶﾜ ﾏｲｶ 高3
53 菅原　　碧 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 高3

3 大　阪 714 山本　映実 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ 高2
ｵｵｻｶ 高校 713 辻本　茉穂 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 高3

717 末吉　　萌 ｽｴﾖｼ ﾓｴ 高1
712 永井　栞歩 ﾅｶﾞｲ ｶﾎ 高3

4 埼  玉 250 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 249 鈴木　　凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 高3

252 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 高3
253 片岡　采子 ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ 高3

5 東　京 341 布施谷結花 ﾌｾﾔ ﾕｶ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 333 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 高3

332 小畑　安紀 ｵﾊﾞﾀ ｱｷ 高3
335 上田　桜子 ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｺ 高2

6 岐　阜 622 米倉　　薫 ﾖﾈｸﾗ ｶｵﾙ 高3
ｷﾞﾌ 高校 627 吉村　莉奈 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ 高1

620 早川　由香 ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 高3
624 武山　　茜 ﾀｹﾔﾏ ｱｶﾈ 高2

7 愛  知 566 松本菜摘美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高3
ｱｲﾁ 高校 567 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高2

564 勝山　海輝 ｶﾂﾔﾏ ﾐｷ 高3
565 小西　伶実 ｺﾆｼ ﾚﾐ 高3

8 福  岡 989 江郷　遥香 ｴｺﾞｳ ﾊﾙｶ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 993 三浦　鈴奈 ﾐｳﾗ ｽｽﾞﾅ 高2

992 小川　純季 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 高2
991 萱島　　望 ｶﾔｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 高2

9 長　野 417 小林　茉央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 高3
ﾅｶﾞﾉ 高校 418 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 高3

420 吉川　千里 ﾖｼｶﾜ ﾁｻﾄ 高3
421 永井　美沙 ﾅｶﾞｲ ﾐｻ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 山　形 117 横川　朝咲 ﾖｺｶﾜ ｱｻｷ 高2

ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 120 安達　雪鈴 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾈ 高2
118 縄　　彩佳 ﾅﾜ ｱﾔｶ 高2
119 堀　芙美奈 ﾎﾘ ﾌﾐﾅ 高2

2 兵  庫 757 生田　真結 ｲｸﾀ ﾏﾕ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 753 中尾　玲華 ﾅｶｵ ﾚｲｶ 高3

759 武本　雅代 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾖ 高2
755 則正茉奈果 ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ 高3

3 群  馬 211 髙橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 210 富井　千陽 ﾄﾐｲ ﾁﾊﾙ 高2

215 吉井　花織 ﾖｼｲ ｶｵﾘ 高2
209 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 高3

4 千　葉 297 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 高1
ﾁﾊﾞ 高校 288 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 高3

289 室井　真純 ﾑﾛｲ ﾏｽﾐ 高3
290 栁館　麻由 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃ ﾏﾕ 高3

5 神奈川 375 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 376 瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 高3

377 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 高2
378 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 高2

6 京　都 674 久保田侑子 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｺ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 672 金澤　佑紀 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｷ 高3

676 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 高2
673 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 高3

7 茨  城 163 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 162 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 高3

164 藤田　聡子 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｺ 高3
166 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 高2

8 新  潟 447 宮崎　　緑 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 448 今井万里子 ｲﾏｲ ﾏﾘｺ 高3

450 風間　捺央 ｶｻﾞﾏ ﾅｵ 高2
452 熊谷　美穂 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾎ 高2

9 大　分 1062 脇山まりも ﾜｷﾔﾏ ﾏﾘﾓ 高3
ｵｵｲﾀ 高校 1063 高橋亜沙美 ﾀｶﾊｼ ｱｻﾐ 高3

1064 井俣　美穂 ｲﾉﾏﾀ ﾐﾎ 高3
1065 椎原　江美 ｼｲﾊﾗ ｴﾐ 高2
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