
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. 53 女子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:55.73
少年Ｂ              大会記録  4:05.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 福  岡 1906 井上　結貴 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 中3

ﾌｸｵｶ 1904 栗栖　菜々 ｸﾘｽ ﾅﾅ 高1
1907 石原　愛依 ｲｼﾊﾗ ﾒｲ 中3
1905 端野　咲紀 ﾊｼﾉ ｻｷ 高1

2 茨  城 1158 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 1159 久保田真帆 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾎ 中3

1157 永塚　そら ﾅｶﾞﾂｶ ｿﾗ 高1
1160 菅谷　　夢 ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ 中3

3 愛　媛 1872 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 中3
ｴﾋﾒ 中学 1875 岡田　　彩 ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 中3

1873 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 中3
1874 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 中3

4 神奈川 1365 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 1364 吉田　杏子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 中3

1357 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高1
1366 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 中3

5 愛　知 1563 伊与田萌々 ｲﾖﾀﾞ ﾓﾓ 高1
ｱｲﾁ 高校 1561 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高1

1558 鹿角　美羽 ｶﾂﾞﾉ ﾐｳ 高1
1564 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高1

6 大　阪 1686 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高1
ｵｵｻｶ 高校 1690 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 高1

1685 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 高1
1689 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 高1

7 新  潟 1439 田中　杏実 ﾀﾅｶ ｱﾐ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 1438 野上　萌衣 ﾉｶﾞﾐ ﾒｲ 高1

1437 原澤　珠緒 ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ 高1
1440 鈴木　優里 ｽｽﾞｷ ﾕﾘ 中3

8 富　山 1455 山口友利衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｴ 中3
ﾄﾔﾏ 1453 宮川　華鈴 ﾐﾔｶﾜ ｶﾘﾝ 高1

1454 山崎　友香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｶ 中3
1456 清水　奈月 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 中3
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2組
1 岐　阜 1599 田邊　瑛梨 ﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 高1

ｷﾞﾌ 1600 山岡　ケイ ﾔﾏｵｶ ｹｲ 中3
1598 小川　真尋 ｵｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 高1
1601 岩井　芽依 ｲﾜｲ ﾒｲ 中3

2 群  馬 1206 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 高1
ｸﾞﾝﾏ 高校 1208 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 高1

1207 秋谷　里実 ｱｷﾔ ｻﾄﾐ 高1
1205 末廣　美月 ｽｴﾋﾛ ﾐｽﾞｷ 高1

3 兵  庫 1728 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 1729 岡田　侑奈 ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 中3

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 埼  玉 1248 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 中3
ｻｲﾀﾏ 1244 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高1

1250 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 中3
1249 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 中3

5 東　京 1322 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 高1
ﾄｳｷｮｳ 1323 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 中3

1318 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 高1
1324 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 中3

6 千　葉 1278 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 高1
ﾁﾊﾞ 1280 鈴木菜々花 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 高1

1281 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 高1
1282 松村　多恵 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ 中3

7 奈  良 1746 重山　凜乃 ｼｹﾞﾔﾏ ﾘﾉ 中3
ﾅﾗ 1745 嶋田　有希 ｼﾏﾀﾞ ﾕｷ 高1

1748 河田　萌花 ｶﾜﾀ ﾎﾉｶ 中3
1747 吉原　麻夏 ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾂ 中3

8 岩  手 1063 吉田　花穂 ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ 高1
ｲﾜﾃ 1065 東條　真奈 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏﾅ 中3

1064 中島千咲代 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾖ 中3
1060 千葉　栞奈 ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ 高1
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