
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. 88 女子    400m   メドレーリレー   予選   3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
1

2 秋　田 1089 鈴木菜奈子 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｺ 高3
ｱｷﾀ 高校 1092 宮﨑　海乃 ﾐﾔｻﾞｷ ｳﾐﾉ 高1

1091 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 高2
1090 大和志桜里 ﾔﾏﾄ ｼｵﾘ 高3

3 宮  城 1080 河野　優美 ｶﾜﾉ ﾕｳﾐ 高3
ﾐﾔｷﾞ 高校 1081 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ 高3

1078 山崎　純菜 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾅ 高3
1082 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 高2

4 千　葉 1271 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 1274 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 高2

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

5 愛　知 1555 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高2
ｱｲﾁ 高校 1553 齋藤　咲恵 ｻｲﾄｳ ｻｴ 高3

1554 武山　月美 ﾀｹﾔﾏ ﾂｷﾐ 高3
1556 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 高2

6 長　野 1402 北原瑛里香 ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 高3
ﾅｶﾞﾉ 高校 1404 奥村茉奈佳 ｵｸﾑﾗ ﾏﾅｶ 高2

1403 寺平　　結 ﾃﾗﾋﾗ ﾕｲ 高3
1401 岩原　純子 ｲﾜﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ 高3

7 島　根 3022 井上はづき ｲﾉｳｴ ﾊﾂﾞｷ 高3
ｼﾏﾈ 高校 3023 高見　樹奈 ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾅ 高3

3021 柳浦　楓花 ﾔｷﾞｳﾗ ﾌｳｶ 高3
3024 田中　瑞季 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 鳥　取 1776 保﨑　みき ﾎｻｷ ﾐｷ 高3
ﾄｯﾄﾘ 高校 1775 落部緋菜子 ｵﾁﾍﾞ ﾋﾅｺ 高3

1778 塩澤　穂香 ｼｵｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 高1
1777 横山　　雅 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 高2

3 愛　媛 1869 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 高2
ｴﾋﾒ 高校 1870 戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 高1

1868 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 高2
1867 井尻　　環 ｲｼﾞﾘ ﾀﾏｷ 高3

4 神奈川 1354 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ 高3
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1363 丸山　果夏 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 高1

1361 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高1
1353 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高3

5 兵  庫 1720 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 1722 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 高2

1719 森　　里菜 ﾓﾘ ﾘﾅ 高3
1723 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 高2

6 新  潟 1431 渡辺　美南 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1436 磯部　沙綾 ｲｿﾍﾞ ｻｱﾔ 高2

1432 五井　愛華 ｺﾞｲ ﾏﾅｶ 高3
1429 奥村　晴香 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙｶ 高3

7 京　都 1639 今西　志帆 ｲﾏﾆｼ ｼﾎ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 1645 門野愛由香 ﾓﾝﾉ ｱﾕｶ 高2

1644 田崎　成実 ﾀｻｷ ﾅﾙﾐ 高2
1642 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 高3
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3組
1

2 山　形 1112 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 1113 工藤　菜々 ｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 高3

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

3 大　阪 1682 友田　望心 ﾄﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 高2
ｵｵｻｶ 高校 1678 吉岡　千尋 ﾖｼｵｶ ﾁﾋﾛ 高3

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

4 東　京 1315 片塩　陽里 ｶﾀｼｵ ｱｶﾘ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 1319 浅羽　　栞 ｱｻﾊﾞ ｼｵﾘ 高1

1316 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 高2
1317 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高2

5 埼  玉 1246 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 高1
ｻｲﾀﾏ 高校 1243 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 高2

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

6 静　岡 1511 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 1517 山口みどり ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ 高1

1513 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 高3
1515 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 高2

7 茨  城 1155 椎名　桃子 ｼｲﾅ ﾓﾓｺ 高2
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 1154 溝辺　彩乃 ﾐｿﾞﾍﾞ ｱﾔﾉ 高3

1156 余村　花梨 ﾖﾑﾗ ｶﾘﾝ 高2
1153 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 高3
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