
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. 90 女子    400m   メドレーリレー   予選   3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
1

2 山　形 1110 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 大1
ﾔﾏｶﾞﾀ 1108 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 大2

1106 渡辺　耶唯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｲ
1107 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大2

3 群  馬 1197 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ
ｸﾞﾝﾏ 1200 大和田明日楓 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 大1

1201 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 大1
1198 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 大4

4 岐　阜 1595 森　万柚子 ﾓﾘ ﾏﾕｺ 大4
ｷﾞﾌ 1593 金藤　理絵 ｶﾈﾄｳ ﾘｴ

1594 早川　由香 ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 大4
1596 吉村　莉奈 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ 大2

5 福  岡 1896 山口　藍李 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 大1
ﾌｸｵｶ 1892 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ

1894 三浦　鈴奈 ﾐｳﾗ ｽｽﾞﾅ 大3
1895 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 大2

6 奈  良 1737 辻本　茉穂 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ 大4
ﾅﾗ 大学 1739 橋本　智美 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 大3

1740 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 大2
1738 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 大3

7 岩  手 1053 後藤　智子 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｺ 大4
ｲﾜﾃ 大学 1057 三上　華海 ﾐｶﾐ ﾊﾅﾐ 大1

1054 石川　舞花 ｲｼｶﾜ ﾏｲｶ 大4
1055 菅原　　碧 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 京　都 1634 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 大4
ｷｮｳﾄ 1633 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ

1637 熊本　真季 ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ 大3
1638 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大2

3 埼  玉 1232 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 大4
ｻｲﾀﾏ 大学 1235 関口　美咲 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ 大2

1234 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 大4
1236 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ 大1

4 東　京 1307 神村万里恵 ｶﾐﾑﾗ ﾏﾘｴ 大4
ﾄｳｷｮｳ 1309 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 大4

1304 星　奈津美 ﾎｼ ﾅﾂﾐ
1310 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大2

5 愛　知 1546 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 大3
ｱｲﾁ 大学 1551 奥田　百香 ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｶ 大2

1550 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 大2
1547 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ 大3

6 兵  庫 1716 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 大3
ﾋｮｳｺﾞ 大学 1715 岡田　真衣 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ 大4

1712 小西　伶実 ｺﾆｼ ﾚﾐ 大4
1714 濱田　　純 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 大4

7 茨  城 1150 大田原礼奈 ｵｵﾀﾜﾗ ｱﾔﾅ 大3
ｲﾊﾞﾗｷ 大学 1152 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 大1

1151 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大3
1149 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 大4
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3組
1

2 愛　媛 1866 東　　風音 ｱｽﾞﾏ ｶｻﾞﾈ 大1
ｴﾋﾒ 1865 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 大2

1863 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ
1864 上岡　杏奈 ｳｴｵｶ ｱﾝﾅ 大4

3 千　葉 1270 白井早弥香 ｼﾗｲ ｻﾔｶ 大1
ﾁﾊﾞ 大学 1267 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 大2

1266 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ 大4
1268 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 大2

4 神奈川 1348 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ 大4
ｶﾅｶﾞﾜ 大学 1347 金指　美紅 ｶﾅｻｼ ﾐｸ 大4

1350 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 大4
1349 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大4

5 大　阪 1673 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ
ｵｵｻｶ 1677 西岡みづき ﾆｼｵｶ ﾐﾂﾞｷ 大3

1674 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
1675 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ

6 栃　木 1176 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 大1
ﾄﾁｷﾞ 1178 岸　　愛弓 ｷｼ ｱﾕﾐ 大1

1174 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ
1177 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 大1

7 岡　山 1790 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 大2
ｵｶﾔﾏ 大学 1791 平松　夏奈 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ 大1

1792 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 大1
1789 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 大2
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