
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. 90 女子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:55.73
成年                大会記録  4:02.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 茨  城 123 大田原礼奈 ｵｵﾀﾜﾗ ｱﾔﾅ 大2

ｲﾊﾞﾗｷ 大学 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
121 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 大3

1 栃　木 143 齋藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 大1
ﾄﾁｷﾞ 141 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ

144 薄井　結花 ｳｽｲ ﾕｶ 大1
142 菊池　優奈 ｷｸﾁ ﾕｳﾅ 大2

2 新  潟 402 五十嵐杏奈 ｲｶﾗｼ ｱﾝﾅ 大2
ﾆｲｶﾞﾀ 大学 403 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 大2

400 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 大4
401 佐藤　有里 ｻﾄｳ ﾕﾘ 大2

3 千　葉 240 稲田　法子 ｲﾅﾀﾞ ﾉﾘｺ
ﾁﾊﾞ 244 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ 大3

242 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 大4
245 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 大1

4 大　阪 643 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ
ｵｵｻｶ 646 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 大4

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

5 愛　知 506 竹迫　麻澄 ﾀｶﾊﾞ ﾏｽﾐ 大4
ｱｲﾁ 大学 510 奥田　百香 ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｶ 大1

505 播磨　季美 ﾊﾘﾏ ｽｴﾐ 大4
508 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 大2

6 岐　阜 565 森　万柚子 ﾓﾘ ﾏﾕｺ 大3
ｷﾞﾌ 563 金藤　理絵 ｶﾈﾄｳ ﾘｴ

564 早川　由香 ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 大3
566 吉村　莉奈 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ 大1

7 京　都 603 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 大3
ｷｮｳﾄ 602 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ

605 熊本　真季 ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ 大2
606 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大1

8 兵  庫 691 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 大2
ﾋｮｳｺﾞ 大学 689 岡田　真衣 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ 大3

687 小西　伶実 ｺﾆｼ ﾚﾐ 大3
690 生田　真結 ｲｸﾀ ﾏﾕ 大2

9 山　形 80 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 大1
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
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2組
0 奈  良 715 辻本　茉穂 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 大3

ﾅﾗ 大学 717 橋本　智美 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 大2
718 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 大1
716 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 大2

1 和歌山 1003 宮脇　　唯 ﾐﾔﾜｷ ﾕｲ
ﾜｶﾔﾏ 1000 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ

1002 杉野　紘子 ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｺ
1004 太田　明成 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ

2 福  岡 848 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ
ﾌｸｵｶ 849 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ

850 赤﨑　　希 ｱｶｻｷ ﾉｿﾞﾐ 大4
851 和田　麻里 ﾜﾀﾞ ｱｻﾘ 大3

3 静　岡 471 泉田　　葵 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱｵｲ 大1
ｼｽﾞｵｶ 469 鷲野　萌香 ﾜｼﾉ ﾓｴｶ 大4

468 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 大4
466 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ

4 神奈川 323 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ 大3
ｶﾅｶﾞﾜ 大学 322 金指　美紅 ｶﾅｻｼ ﾐｸ 大3

327 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 大2
324 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大3

5 東　京 282 中村　桃子 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｺ 大4
ﾄｳｷｮｳ 大学 285 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 大3

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

6 群  馬 167 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ
ｸﾞﾝﾏ 169 髙橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 大2

166 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ
170 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 大1

7 埼  玉 207 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 大3
ｻｲﾀﾏ 208 関口　美咲 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ 大1

209 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 大1
206 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ

8 香　川 798 竹下　千尋 ﾀｹｼﾀ ﾁﾋﾛ 大4
ｶｶﾞﾜ 大学 797 中山　美月 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ 大4

800 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 大1
801 白川　有紗 ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ 大1

9 山　口 778 川崎　涼夏 ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ 大1
ﾔﾏｸﾞﾁ 大学 780 芦村　優奈 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ 大1

777 橋本　優希 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 大4
779 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ 大1
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