
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. 17 女子    400m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  3:36.74
少年Ａ              大会記録  3:42.81

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 京　都 1642 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 高3

ｷｮｳﾄ 高校 1643 小島　早織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 高2
1641 武田つむぎ ﾀｹﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 高3
1640 辻　優衣子 ﾂｼﾞ ﾕｲｺ 高3

2 福  岡 1902 荒木　涼那 ｱﾗｷ ｽｽﾞﾅ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 1897 川渕穂乃花 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾎﾉｶ 高3

1901 吉田　久乃 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾉ 高2
1903 長濵　郁花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾌﾐｶ 高2

3 大　阪 1684 山本　真白 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ 高2
ｵｵｻｶ 高校 1680 石井　千尋 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 高3

1683 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高2
1679 末下　愛音 ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ 高3

4 千　葉 1272 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 1275 徳永　美緒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｵ 高2

1276 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 高2
1273 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高2

5 兵  庫 1724 山岡　千紋 ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 1721 岩田　旭代 ｲﾜﾀ ｱｷﾖ 高3

1717 結城　千晴 ﾕｳｷ ﾁﾊﾙ 高3
1723 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 高2

6 静　岡 1511 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 1513 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 高3

1512 間部ももせ ﾏﾍﾞ ﾓﾓｾ 高3
1515 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 高2

7 山　形 1114 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 1111 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 高3

1116 東海林のん ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾝ 高1
1112 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 高3

8 香　川 1845 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 高2
ｶｶﾞﾜ 高校 1846 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 高2

1844 藤川　亜未 ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾐ 高2
1843 藤井愛依里 ﾌｼﾞｲ ｱｲﾘ 高2
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2組
1 北海道 1020 横山ゆうき ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 高3

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 1022 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 高2
1023 岩本　美優 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕ 高2
1021 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 高3

2 愛　知 1556 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 高2
ｱｲﾁ 高校 1554 武山　月美 ﾀｹﾔﾏ ﾂｷﾐ 高3

1555 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高2
1557 野呂　優花 ﾉﾛ ﾕｳｶ 高2

3 埼  玉 1240 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 1238 江森　　優 ｴﾓﾘ ﾕｳ 高3

1242 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 高2
1239 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 高2

4 神奈川 1353 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1355 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 高3

1356 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高2
1361 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高1

5 東　京 1313 熊谷　笑里 ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 1317 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高2

1316 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 高2
1314 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 高2

6 新  潟 1429 奥村　晴香 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙｶ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1430 金子美紗希 ｶﾈｺ ﾐｻｷ 高3

1435 井上　美咲 ｲﾉｳｴ ﾐｻｷ 高2
1433 泉井　琴美 ﾜｸｲ ｺﾄﾐ 高2

7 山　梨 1377 藤本江里香 ﾌｼﾞﾓﾄ ｴﾘｶ 高3
ﾔﾏﾅｼ 高校 1379 齊藤　千遥 ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 高3

1380 内田かりん ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ 高1
1378 雨宮　詩歩 ｱﾒﾐﾔ ｼﾎ 高3

8 茨  城 1153 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 1156 余村　花梨 ﾖﾑﾗ ｶﾘﾝ 高2

1155 椎名　桃子 ｼｲﾅ ﾓﾓｺ 高2
1154 溝辺　彩乃 ﾐｿﾞﾍﾞ ｱﾔﾉ 高3
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