
第70回国民体育大会水泳競技大会                    
紀の国わかやま国体                                
秋葉山公園県民水泳場                              

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
0 京　都 620 古田奈津美 ﾌﾙﾀ ﾅﾂﾐ 中3

ｷｮｳﾄ 615 小島　早織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 高1
618 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 中3
619 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 中3

1 新  潟 411 井上　美咲 ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 409 渡辺奈々美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高1

410 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 高1
414 福永　みち ﾌｸﾅｶﾞ ﾐﾁ 中3

2 福  岡 863 伴　　美祈 ﾊﾞﾝ ﾐﾉﾘ 中3
ﾌｸｵｶ 858 吉田　久乃 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾉ 高1

859 荒木　涼那 ｱﾗｷ ｽｽﾞﾅ 高1
860 長濵　郁花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾌﾐｶ 高1

3 大　阪 658 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高1
ｵｵｻｶ 662 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 中3

660 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 中3
659 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 中3

4 千　葉 255 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 高1
ﾁﾊﾞ 258 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 中3

256 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 中3
252 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高1

5 兵  庫 703 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 701 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高1

704 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 中3
699 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 高1

6 岡　山 754 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 中3
ｵｶﾔﾏ 750 山本　美波 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅﾐ 高1

752 桂　実津季 ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ 高1
753 高橋　美空 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 中3

7 群  馬 180 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 中3
ｸﾞﾝﾏ 177 稲澤ひなこ ｲﾅｻﾞﾜ ﾋﾅｺ 高1

179 末廣　美月 ｽｴﾋﾛ ﾐｽﾞｷ 中3
181 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 中3

8 岩  手 962 千葉すみれ ﾁﾊﾞ ｽﾐﾚ 中3
ｲﾜﾃ 960 阿部ひまわり ｱﾍﾞ ﾋﾏﾜﾘ 高1

961 千葉　栞奈 ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ 中3
963 田中　沙羅 ﾀﾅｶ ｻﾗ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 富　山 425 篠原　明美 ｼﾉﾊﾗ ｱｹﾐ 中3

ﾄﾔﾏ 423 平井　　茜 ﾋﾗｲ ｱｶﾈ 高1
426 今田　莉子 ｲﾏﾀﾞ ﾘｺ 中3
427 井山　美鈴 ｲﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 中3

1 茨  城 133 鴨川　佳奈 ｶﾓｶﾞﾜ ｶﾅ 中3
ｲﾊﾞﾗｷ 中学 131 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 中3

134 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ 中3
132 永塚　そら ﾅｶﾞﾂｶ ｿﾗ 中3

2 静　岡 478 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 高1
ｼｽﾞｵｶ 481 今村　涼花 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ 中3

482 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 中3
479 満田　はる ﾐﾂﾀﾞ ﾊﾙ 高1

3 埼  玉 217 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高1
ｻｲﾀﾏ 220 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 高1

222 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 中3
216 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 高1

4 東　京 299 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 中3
ﾄｳｷｮｳ 296 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 高1

294 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 高1
298 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 中3

5 神奈川 339 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 337 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高1

342 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 中3
341 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 中3

6 愛　知 524 鈴木　理奈 ｽｽﾞｷ ｵｻﾅ 中3
ｱｲﾁ 522 野呂　優花 ﾉﾛ ﾕｳｶ 高1

523 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 高1
518 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 高1

7 石　川 445 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 高1
ｲｼｶﾜ 446 竹野　　桜 ﾀｹﾉ ｻｸﾗ 中3

442 菅野　祐萌 ｽｶﾞﾉ ﾕﾎ 高1
443 深田実乃里 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高1

8 香　川 806 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 高1
ｶｶﾞﾜ 808 前川　紗佑 ﾏｴｶﾜ ｻﾕ 中3

803 藤井愛依里 ﾌｼﾞｲ ｱｲﾘ 高1
805 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 高1

9 愛　媛 825 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 高1
ｴﾋﾒ 826 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 高1

827 矢野　萌佳 ﾔﾉ ﾓｴｶ 高1
829 石丸　帆夏 ｲｼﾏﾙ ﾎﾉｶ 中3
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