
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. 17 女子    400m   フリーリレー   予選   3組 日本記録  3:37.90
少年Ａ              大会記録  3:42.81

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 群  馬 164 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 高3
ｸﾞﾝﾏ 高校 165 谷口　憂羅 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾗ 高3

167 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 高2
168 武田　菜月 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 高2

3 大　阪 631 立花　沙奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ 高2
ｵｵｻｶ 高校 628 牛塚　瑞紀 ｳｼﾂｶ ﾐｽﾞｷ 高2

626 品田木乃葉 ｼﾅﾀﾞ ｺﾉﾊ 高3
627 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 高3

4 千　葉 238 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 239 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 高3

243 松田　千怜 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻﾄ 高1
240 髙濱美咲希 ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ 高2

5 福  岡 854 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 856 宮坂　奈々 ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 高2

853 今村亜香里 ｲﾏﾑﾗ ｱｶﾘ 高3
859 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 高2

6 新  潟 389 難波　若那 ﾅﾝﾊﾞ ﾜｶﾅ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 393 奥村　晴香 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙｶ 高1

391 真島　杏実 ﾏｼﾞﾏ ｱﾐ 高2
390 棚辺　　南 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高2

7 山　梨 346 小西　麻友 ｺﾆｼ ﾏﾕ 高2
ﾔﾏﾅｼ 高校 347 佐野　愛莉 ｻﾉ ｱｲﾘ 高2

350 雨宮　詩歩 ｱﾒﾐﾔ ｼﾎ 高1
345 岩本　紗季 ｲﾜﾓﾄ ｻｷ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 静　岡 464 篠原　英恵 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅｴ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 463 知花　咲湖 ﾁﾊﾞﾅ ｻｷｺ 高3

467 岡村　　瞳 ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 高1
462 横山　若奈 ﾖｺﾔﾏ ﾜｶﾅ 高3

3 岡　山 753 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 高2
ｵｶﾔﾏ 高校 747 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 高3

750 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 高3
748 来間ななみ ﾗｲﾏ ﾅﾅﾐ 高3

4 東　京 275 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 282 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ 高2

280 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 高2
279 布施谷結花 ﾌｾﾔ ﾕｶ 高3

5 愛　知 506 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 高2
ｱｲﾁ 高校 505 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 高2

503 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 高3
501 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 高3

6 埼  玉 208 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 209 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 高2

206 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 高3
210 大久保侑央 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ 高2

7 茨  城 126 海老澤美月 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 129 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 高1

128 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 高2
127 出澤　美和 ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ 高2
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3組
1 和歌山 720 日野　文菜 ﾋﾉ ｱﾔﾅ 高3

ﾜｶﾔﾏ 高校 719 泉谷　香里 ｲｽﾞﾀﾆ ｶｵﾘ 高3
721 奥谷　　啓 ｵｸﾀﾆ ｹｲ 高2
722 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 高2

2 山　形 83 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 85 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 高3

84 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 高3
87 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 高2

3 神奈川 323 朝長千恵子 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 319 伊賀崎ひかる ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ 高2

325 清田　朱音 ｷﾖﾀ ｱｶﾈ 高1
320 井上　　碧 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 高2

4 京　都 587 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 588 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 高2

586 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 高3
590 清水　杏奈 ｼﾐｽﾞ ｱﾝﾅ 高2

5 栃　木 141 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 高2
ﾄﾁｷﾞ 高校 142 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高2

143 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高2
144 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 高2

6 兵  庫 667 濱中　　雪 ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 664 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 高3

666 松岡　弥玖 ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 高2
668 清水　史華 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｶ 高2

7 香　川 808 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 高3
ｶｶﾞﾜ 高校 805 筒井　真彩 ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ 高3

810 中山　尚美 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ 高3
809 白川　有紗 ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ 高3
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