
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. 53 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:55.73
少年Ｂ              大会記録  4:07.64

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 山　梨 362 揚原　百恵 ｱｹﾞﾊﾗ ﾓﾓｴ 高1
ﾔﾏﾅｼ 361 深澤　成美 ﾌｶｻﾜ ﾅﾙﾐ 高1

363 内田かりん ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ 中3
364 望月　みく ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ 中3

2 愛　媛 826 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 高1
ｴﾋﾒ 828 戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 中3

825 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 高1
829 石丸　帆夏 ｲｼﾏﾙ ﾎﾉｶ 中3

3 北海道 24 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 高1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 27 鹿角　美羽 ｶﾂﾞﾉ ﾐｳ 中3

25 稲葉　利奈 ｲﾅﾊﾞ ﾘﾅ 高1
26 岩本　美優 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕ 高1

4 兵  庫 704 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 698 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 高1

702 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 中3
703 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 中3

5 神奈川 340 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 338 外山　優香 ﾄﾔﾏ ﾕｳｶ 高1

341 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 中3
339 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 中3

6 茨  城 134 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ 中3
ｲﾊﾞﾗｷ 中学 132 永塚　そら ﾅｶﾞﾂｶ ｿﾗ 中3

133 鴨川　佳奈 ｶﾓｶﾞﾜ ｶﾅ 中3
131 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 中3

7 香　川 806 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 高1
ｶｶﾞﾜ 804 大井　孝菜 ｵｵｲ ﾀｶﾅ 高1

807 向畑　亜美 ﾑｶｲﾊﾞﾀｹ ｱﾐ 中3
805 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 高1
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競技No. 53 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:55.73
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 富　山 425 篠原　明美 ｼﾉﾊﾗ ｱｹﾐ 中3
ﾄﾔﾏ 428 宮川　華鈴 ﾐﾔｶﾜ ｶﾘﾝ 中3

424 古市　百音 ﾌﾙｲﾁ ﾓﾓﾈ 高1
426 今田　莉子 ｲﾏﾀﾞ ﾘｺ 中3

2 京　都 619 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 中3
ｷｮｳﾄ 617 門野愛由香 ﾓﾝﾉ ｱﾕｶ 高1

616 石田　桃稼 ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 高1
615 小島　早織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 高1

3 大　阪 657 友田　望心 ﾄﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 高1
ｵｵｻｶ 661 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 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 埼  玉 223 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 中3
ｻｲﾀﾏ 221 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 中3

219 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高1
216 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 高1

5 愛　知 521 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 高1
ｱｲﾁ 高校 519 澤邊みのり ｻﾜﾍﾞ ﾐﾉﾘ 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

6 石　川 442 菅野　祐萌 ｽｶﾞﾉ ﾕﾎ 高1
ｲｼｶﾜ 447 村上　萌絵 ﾑﾗｶﾐ ﾓｴ 中3

446 竹野　　桜 ﾀｹﾉ ｻｸﾗ 中3
445 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 高1

7 秋　田 62 高野　雪愛 ﾀｶﾉ ﾕｷｱ 高1
ｱｷﾀ 64 宮﨑　海乃 ﾐﾔｻﾞｷ ｳﾐﾉ 中3

61 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 高1
63 五十嵐美南 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0

1 三　重 546 平野　有美 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾐ 中3
ﾐｴ 545 石田　紅葉 ｲｼﾀﾞ ﾓﾐｼﾞ 中3

543 川口真佑奈 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾕﾅ 高1
544 北村　安未 ｷﾀﾑﾗ ｱﾐ 中3

2 岐　阜 570 田邊　瑛梨 ﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 中3
ｷﾞﾌ 中学 571 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 中3

569 小川　真尋 ｵｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 中3
572 浅井　美咲 ｱｻｲ ﾐｻｷ 中3

3 群  馬 180 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 中3
ｸﾞﾝﾏ 181 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 中3

176 加藤　紫世 ｶﾄｳ ｼﾉ 高1
177 稲澤ひなこ ｲﾅｻﾞﾜ ﾋﾅｺ 高1

4 東　京 300 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 中3
ﾄｳｷｮｳ 294 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 高1

296 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 高1
298 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 中3

5 千　葉 257 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 中3
ﾁﾊﾞ 253 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 高1

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

6 新  潟 412 徳永奈津子 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾂｺ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 416 野上　萌衣 ﾉｶﾞﾐ ﾒｲ 中3

415 原澤　珠緒 ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ 中3
411 井上　美咲 ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 高1

7 福  岡 861 大友　優里 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾘ 高1
ﾌｸｵｶ 862 福島　由樹 ﾌｸｼﾏ ﾕｷ 中3

860 長濵　郁花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾌﾐｶ 高1
863 伴　　美祈 ﾊﾞﾝ ﾐﾉﾘ 中3
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