
第７１回国民体育大会水泳競技大会                  
希望郷いわて国体                                  
盛岡市立総合プール                                

スタートリスト

競技No. 15 女子    400m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  3:36.74
少年Ｂ              大会記録  3:46.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 島　根 棄権

ｼﾏﾈ

2 群  馬 1208 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 高1
ｸﾞﾝﾏ 高校 1205 末廣　美月 ｽｴﾋﾛ ﾐｽﾞｷ 高1

1207 秋谷　里実 ｱｷﾔ ｻﾄﾐ 高1
1206 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 高1

3 大　阪 1689 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 高1
ｵｵｻｶ 1686 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高1

1691 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 中3
1688 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高1

4 東　京 1324 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 中3
ﾄｳｷｮｳ 1320 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 高1

1321 室木　未菜 ﾑﾛｷ ﾐﾅ 高1
1318 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 高1

5 埼  玉 1245 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高1
ｻｲﾀﾏ 1247 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 中3

1249 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 中3
1248 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 中3

6 愛　媛 1874 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 中3
ｴﾋﾒ 1871 石丸　帆夏 ｲｼﾏﾙ ﾎﾉｶ 高1

1872 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 中3
1873 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 中3

7 岡　山 1798 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 高1
ｵｶﾔﾏ 1801 岩堀　結優 ｲﾜﾎﾘ ﾕｳ 中3

1800 寺坂　優里 ﾃﾗｻｶ ﾕｳﾘ 中3
1797 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 高1

8 山　梨 1384 志村　里奈 ｼﾑﾗ ﾘﾅ 中3
ﾔﾏﾅｼ 1382 望月　みく ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ 高1

1381 久保田瑠菜 ｸﾎﾞﾀ ﾙﾅ 高1
1385 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 和歌山 1764 山﨑　　光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 高1

ﾜｶﾔﾏ 1765 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 中3
1767 林　　玲菜 ﾊﾔｼ ﾚﾅ 中3
1766 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 中3

2 京　都 1648 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 中3
ｷｮｳﾄ 1649 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 中3

1646 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高1
1647 古田奈津美 ﾌﾙﾀ ﾅﾂﾐ 高1

3 兵  庫 1727 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 高校 1728 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高1

1725 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高1
1726 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高1

4 神奈川 1362 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 1357 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高1

1358 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 高1
1366 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 中3

5 愛　知 1564 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高1
ｱｲﾁ 高校 1561 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高1

1560 高橋　美空 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 高1
1562 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 高1

6 静　岡 1521 渡邊　真衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 中3
ｼｽﾞｵｶ 1516 今村　涼花 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ 高1

1522 袴田　有美 ﾊｶﾏﾀ ｱﾐ 中3
1518 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 高1

7 茨  城 1160 菅谷　　夢 ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ 中3
ｲﾊﾞﾗｷ 1158 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ 高1

1157 永塚　そら ﾅｶﾞﾂｶ ｿﾗ 高1
1159 久保田真帆 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾎ 中3

8 香　川 1851 荻田　朱理 ｵｷﾞﾀ ｱｶﾘ 中3
ｶｶﾞﾜ 1849 前川　紗佑 ﾏｴｶﾜ ｻﾕ 高1

1847 富野　櫻子 ﾄﾐﾉ ｻｸﾗｺ 高1
1850 安藤　梨沙 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 高1
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