
第69回国民体育大会水泳競技                        
長崎がんばらんば国体                              
長崎市民総合プール                                

スタートリスト

競技No. 15 女子    400m   フリーリレー   予選   2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 和歌山 724 渡辺　梨穂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 高1

ﾜｶﾔﾏ 723 大竹　麻友 ｵｵﾀｹ ﾏﾕ 高1
725 住岡　叶夢 ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ 高1
726 杢　菜々子 ﾓｸ ﾅﾅｺ 中3

2 山　形 91 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀ 88 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 高1

92 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 中3
89 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 高1

3 大　阪 633 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 高1
ｵｵｻｶ 高校 636 石井　千尋 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 高1

632 石井　綺音 ｲｼｲ ｱﾔﾈ 高1
635 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高1

4 神奈川 324 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 328 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 高1

329 大塚妃呂子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 高1
330 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 中3

5 千　葉 242 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 高1
ﾁﾊﾞ 244 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 中3

241 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 高1
246 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 中3

6 京　都 594 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 高1
ｷｮｳﾄ 高校 593 武田つむぎ ﾀｹﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 高1

595 三曵　　光 ﾐﾂﾋﾞｷ ﾋｶﾘ 高1
592 今西　志帆 ｲﾏﾆｼ ｼﾎ 高1

7 富　山 403 金森　菜月 ｶﾅﾓﾘ ﾅﾂｷ 高1
ﾄﾔﾏ 402 越智　夏希 ｵﾁ ﾅﾂｷ 高1

405 平井　　茜 ﾋﾗｲ ｱｶﾈ 中3
404 松田　未悠 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕ 高1

8 福　井 434 田中　希蘭 ﾀﾅｶ ｷﾗﾗ 中3
ﾌｸｲ 433 岸　　春佳 ｷｼ ﾊﾙｶ 高1

432 高橋紗也果 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 高1
435 鈴木　愛生 ｽｽﾞｷ ｱｲﾐ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
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2組
1 秋　田 72 大和志桜里 ﾔﾏﾄ ｼｵﾘ 高1

ｱｷﾀ 73 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 中3
71 鈴木菜奈子 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｺ 高1
74 高野　雪愛 ﾀｶﾉ ﾕｷｱ 中3

2 兵  庫 675 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 669 結城　千晴 ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ 高1

673 岡　真衣香 ｵｶ ﾏｲｶ 中3
672 内藤　　好 ﾅｲﾄｳ ｺﾉﾐ 高1

3 静　岡 468 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 高1
ｼｽﾞｵｶ 470 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 高1

469 北木ともみ ｷﾀｷ ﾄﾓﾐ 高1
472 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 中3

4 埼  玉 213 江森　　優 ｴﾓﾘ ﾕｳ 高1
ｻｲﾀﾏ 214 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 中3

217 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 中3
215 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中3

5 東　京 286 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 中3
ﾄｳｷｮｳ 283 常盤　怜以 ﾄｷﾜ ﾚｲ 高1

288 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 中3
285 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 中3

6 愛　知 507 斉尾　有彩 ｻｲｵ ｱﾘｻ 高1
ｱｲﾁ 513 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 中3

508 中西　美樹 ﾅｶﾆｼ ﾐｷ 高1
512 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 中3

7 北海道 24 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 中3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 22 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 高1

25 岩本　美優 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕ 中3
21 横山ゆうき ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 高1

8 山　梨 351 齊藤　千遥 ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 高1
ﾔﾏﾅｼ 348 藤本江里香 ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾘｶ 高1

349 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 高1
352 依田真奈実 ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中3

Page: 2/2 Printing: 2014/09/12 10:32:54

埼  玉

東  京

愛  知

北海道

山  梨

加　盟

秋  田

兵  庫

静  岡


