
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. 55 女子    200m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  1:41.61
成年                大会記録  1:41.61

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 岩  手 955 後藤　智子 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｺ 大3

ｲﾜﾃ 大学 957 菅原　　碧 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 大3
958 熊坂　衣真 ｸﾏｻｶ ｲﾏ 大3
956 石川　舞花 ｲｼｶﾜ ﾏｲｶ 大3

1 三　重 539 田尾優里香 ﾀｵ ﾕﾘｶ 大4
ﾐｴ 大学 538 後藤　紗葉 ｺﾞﾄｳ ｻﾖ 大4

540 黒田　早希 ｸﾛﾀﾞ ｻｷ 大1
541 立住　由夏 ﾀﾃｽﾞﾐ ﾕｶ 大1

2 熊　本 896 福岡夏菜恵 ﾌｸｵｶ ｶﾅｴ 大4
ｸﾏﾓﾄ 895 栃原　愛弓 ﾄﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ

897 宮本　靖子 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ 大3
898 續　　彩加 ﾂﾂﾞｷ ｱﾔｶ 大1

3 千　葉 243 住吉　茉莉 ｽﾐﾖｼ ﾏﾘ 大4
ﾁﾊﾞ 大学 245 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 大1

242 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 大4
244 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ 大3

4 静　岡 467 埜下左知代 ﾉｼﾀ ｻﾁﾖ 大4
ｼｽﾞｵｶ 468 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 大4

470 勝山　晴海 ｶﾂﾔﾏ ﾊﾙﾐ 大3
466 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ

5 愛　知 507 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 大2
ｱｲﾁ 大学 508 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 大2

506 竹迫　麻澄 ﾀｶﾊﾞ ﾏｽﾐ 大4
509 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 大1

6 埼  玉 206 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ
ｻｲﾀﾏ 205 雨宮　未侑 ｱﾒﾐﾔ ﾐﾕｳ

209 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 大1
207 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 大3

7 和歌山 1001 押川　里奈 ｵｼｶﾜ ﾘﾅ
ﾜｶﾔﾏ 1002 杉野　紘子 ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｺ

1003 宮脇　　唯 ﾐﾔﾜｷ ﾕｲ
1005 日野　文菜 ﾋﾉ ｱﾔﾅ 大1

8 山　口 777 橋本　優希 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 大4
ﾔﾏｸﾞﾁ 大学 779 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ 大1

780 芦村　優奈 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ 大1
776 山下　安輝 ﾔﾏｼﾀ ｱｷ 大4
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2組
0 茨  城 121 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 大3

ｲﾊﾞﾗｷ 大学 122 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 大3
120 神山　菜穂 ｶﾐﾔﾏ ﾅﾎ 大4
124 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大2

1 兵  庫 690 生田　真結 ｲｸﾀ ﾏﾕ 大2
ﾋｮｳｺﾞ 大学 687 小西　伶実 ｺﾆｼ ﾚﾐ 大3

686 中尾　玲華 ﾅｶｵ ﾚｲｶ 大3
691 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 大2

2 京　都 606 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大1
ｷｮｳﾄ 大学 603 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 大3

604 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 大2
607 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 大1

3 群  馬 170 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 大1
ｸﾞﾝﾏ 166 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ

167 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ
168 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 大3

4 神奈川 325 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 大3
ｶﾅｶﾞﾜ 大学 327 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 大2

326 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 大2
324 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大3

5 東　京 281 田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 大4
ﾄｳｷｮｳ 大学 283 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 大4

286 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大1
284 地田　麻未 ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 大4

6 大　阪 643 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ
ｵｵｻｶ 645 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 大4

647 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ 大4
644 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ

7 山　形 78 本間あかり ﾎﾝﾏ ｱｶﾘ 大4
ﾔﾏｶﾞﾀ 77 渡辺　耶唯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｲ

79 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大1
81 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 大1

8 北海道 17 村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 20 村中みいな ﾑﾗﾅｶ ﾐｲﾅ 大3

18 伊藤　鮎香 ｲﾄｳ ｱﾕｶ 大3
19 小野寺美奈 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾅ 大3

9 長　野 377 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 大3
ﾅｶﾞﾉ 379 佐藤　優香 ｻﾄｳ ﾕｶ

380 望月　　恵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 大1
378 永井　美沙 ﾅｶﾞｲ ﾐｻ 大2
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