
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. 88 女子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:55.73
少年Ａ              大会記録  4:03.65

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 鳥  取 731 保﨑　みき ﾎｻｷ ﾐｷ 高2

ﾄｯﾄﾘ 高校 729 落部緋菜子 ｵﾁﾍﾞ ﾋﾅｺ 高2
730 吉村　真子 ﾖｼﾑﾗ ﾏｺ 高2
732 友定　菜々 ﾄﾓｻﾀﾞ ﾅﾅ 高2

1 京　都 609 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 608 石田　万結 ｲｼﾀﾞ ﾏﾕ 高3

610 熊本　　葵 ｸﾏﾓﾄ ｱｵｲ 高3
612 山田　麻矢 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔ 高3

2 岡　山 749 大森ほのか ｵｵﾓﾘ ﾎﾉｶ 高2
ｵｶﾔﾏ 高校 747 平松　夏奈 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ 高3

748 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 高3
746 鳥居　真世 ﾄﾘｲ ﾏﾖ 高3

3 宮  城 53 河野　優美 ｶﾜﾉ ﾕｳﾐ 高2
ﾐﾔｷﾞ 高校 54 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ 高2

51 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 高3
55 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 高1

4 神奈川 334 井上　愛梨 ｲﾉｳｴ ﾏﾘ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 328 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高3

332 金子　喜恵 ｶﾈｺ ｷｴ 高3
335 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高2

5 東　京 288 藤田　紗綺 ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 293 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 高1

295 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 高1
292 熊谷　笑里 ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ 高2

6 埼  玉 214 鈴木　桃果 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 215 千田舞奈美 ﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ 高2

218 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 高1
210 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 高3

7 福  岡 852 山口　藍李 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 856 熊本　佳奈 ｸﾏﾓﾄ ｶﾅ 高2

853 石橋　美穂 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾎ 高3
854 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 高3

8 茨  城 129 溝辺　彩乃 ﾐｿﾞﾍﾞ ｱﾔﾉ 高2
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 125 出澤　美和 ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ 高3

126 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 高3
128 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 高2

9 青　森 37 相馬　あい ｿｳﾏ ｱｲ 高3
ｱｵﾓﾘ 高校 36 平舩　真帆 ﾀｲﾗﾌﾞﾈ ﾏﾎ 高3

38 中川　美紅 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｸ 高2
35 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 高3
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2組
0 熊　本 900 山本　玲菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾅ 高3

ｸﾏﾓﾄ 高校 902 中川　良美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 高3
904 神﨑　百恵 ｺｳｻﾞｷ ﾓﾓｴ 高2
899 遠山ひかり ﾄｵﾔﾏ ﾋｶﾘ 高3

1 静　岡 476 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 473 齊藤　千織 ｻｲﾄｳ ﾁｵﾘ 高3

474 城井　麻希 ｼﾛｲ ﾏｷ 高3
475 岡村　　瞳 ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 高2

2 千　葉 248 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 高2
ﾁﾊﾞ 高校 246 中田　有紀 ﾅｶﾀ ﾕｷ 高3

254 徳永　美緒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｵ 高1
249 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 高2

3 栃　木 146 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 高3
ﾄﾁｷﾞ 高校 149 岸　　愛弓 ｷｼ ｱﾕﾐ 高3

150 松井　　悠 ﾏﾂｲ ﾕｳ 高2
147 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 高3

4 山　形 82 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 85 會田　莉子 ｱｲﾀ ﾘｺ 高2

86 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 高1
83 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 高2

5 愛　知 511 石川　未央 ｲｼｶﾜ ﾐｵ 高3
ｱｲﾁ 高校 517 松原空彩虹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿﾖｶ 高2

516 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 高2
520 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 高1

6 大　阪 648 青木　琴子 ｱｵｷ ｺﾄｺ 高3
ｵｵｻｶ 高校 649 寺田　麻美 ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾐ 高3

653 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高2
650 立花　沙奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ 高3

7 兵  庫 697 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 700 阿座上　遥 ｱｻﾞｶﾐ ﾊﾙｶ 高1

692 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 高3
694 濱中　　雪 ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ 高3

8 新  潟 408 渡辺　美南 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 413 磯部　沙綾 ｲｿﾍﾞ ｻｱﾔ 高1

405 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 高3
404 棚辺　　南 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高3

9 群  馬 172 武田　菜月 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾂｷ 高3
ｸﾞﾝﾏ 高校 174 中村　優花 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 高2

171 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 高3
173 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 高2
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