
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. 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
0

1 山　形 83 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 84 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 高2

82 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 高3
86 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 高1

2 茨  城 128 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 高2
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 126 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 高3

129 溝辺　彩乃 ﾐｿﾞﾍﾞ ｱﾔﾉ 高2
125 出澤　美和 ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ 高3

3 千　葉 249 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 高2
ﾁﾊﾞ 高校 251 大神詩央里 ｵｵｶﾞﾐ ｼｵﾘ 高2

254 徳永　美緒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｵ 高1
250 松田　千怜 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻﾄ 高2

4 京　都 611 清水　杏奈 ｼﾐｽﾞ ｱﾝﾅ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 609 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 高3

612 山田　麻矢 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔ 高3
613 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 高2

5 埼  玉 210 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 212 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 高3

211 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 高3
213 大久保侑央 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ 高3

6 新  潟 404 棚辺　　南 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 405 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 高3

406 奥村　晴香 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙｶ 高2
407 金子美紗希 ｶﾈｺ ﾐｻｷ 高2

7 山　梨 357 藤本江里香 ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾘｶ 高2
ﾔﾏﾅｼ 高校 360 齊藤　千遥 ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 高2

358 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 高2
359 雨宮　詩歩 ｱﾒﾐﾔ ｼﾎ 高2
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1 福　井 975 髙橋　花帆 ﾀｶﾊｼ ｶﾎ 高3
ﾌｸｲ 高校 977 吉野　　碧 ﾖｼﾉ ｱｵｲ 高2

978 岸　　春佳 ｷｼ ﾊﾙｶ 高2
976 高橋紗也果 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 高2

2 静　岡 476 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 475 岡村　　瞳 ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 高2

477 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 高2
472 篠原　英恵 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅｴ 高3

3 福　島 100 国分　香奈 ｺｸﾌﾞﾝ ｶﾅ 高2
ﾌｸｼﾏ 高校 99 髙木　淑礼 ﾀｶｷﾞ ｽﾐﾚ 高3

101 星野美沙希 ﾎｼﾉ ﾐｻｷ 高2
102 宍戸　菜穂 ｼｼﾄﾞ ﾅﾎ 高2

4 東　京 292 熊谷　笑里 ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 297 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高1

295 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 高1
289 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ 高3

5 大　阪 650 立花　沙奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ 高3
ｵｵｻｶ 高校 654 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高2

655 石井　千尋 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 高2
653 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高2

6 鹿児島 942 下久保美佑 ｼﾓｸﾎﾞ ﾐﾕｳ 高3
ｶｺﾞｼﾏ 高校 944 荻田　早希 ｵｷﾞﾀ ｻｷ 高2

943 福留　由里 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕﾘ 高2
940 西之原実生 ﾆｼﾉﾊﾗ ﾐｷ 高3

7 和歌山 1010 住岡　叶夢 ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ 高2
ﾜｶﾔﾏ 高校 1009 渡辺　梨穂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾎ 高2

1006 奥谷　　啓 ｵｸﾀﾆ ｹｲ 高3
1007 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 高3
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1 青　森 35 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 高3
ｱｵﾓﾘ 高校 37 相馬　あい ｿｳﾏ ｱｲ 高3

38 中川　美紅 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｸ 高2
36 平舩　真帆 ﾀｲﾗﾌﾞﾈ ﾏﾎ 高3

2 熊　本 899 遠山ひかり ﾄｵﾔﾏ ﾋｶﾘ 高3
ｸﾏﾓﾄ 高校 903 前田優祐美 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾐ 高3

904 神﨑　百恵 ｺｳｻﾞｷ ﾓﾓｴ 高2
901 宮本　瑶子 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｺ 高3

3 栃　木 145 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 高3
ﾄﾁｷﾞ 高校 147 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高3

146 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高3
148 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 高3

4 神奈川 335 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 336 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 高2

333 朝長千恵子 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ 高3
330 井上　　碧 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 高3

5 愛　知 514 斉尾　有彩 ｻｲｵ ｱﾘｻ 高2
ｱｲﾁ 高校 520 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 高1

513 荒　美彩子 ｱﾗ ﾐｻｺ 高3
512 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 高3

6 兵  庫 692 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 693 松岡　弥玖 ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 高3

696 結城　千晴 ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ 高2
694 濱中　　雪 ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ 高3

7 群  馬 173 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 172 武田　菜月 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 高3

171 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 高3
175 河田　華佳 ｶﾜﾀ ﾊﾅｶ 高2
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