
天皇陛下御即位記念　第７４回国民体育大会          
いきいき茨城ゆめ国体　水泳競技　競泳              
笠松運動公園山新スイミングアリーナ                

スタートリスト

競技No. 15 女子   4x100m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  3:36.17
少年Ｂ              大会記録  3:46.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 山　梨 404 長澤　乙希 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ 高1

ﾔﾏﾅｼ 405 長田　友唯 ｵｻﾀﾞ ﾕｲ 高1
406 有浦　光虹 ｱﾘｳﾗ ﾐｸ 中3
403 名取　未夏 ﾅﾄﾘ ﾐｶ 高1

1 愛　媛 929 岡本　美里 ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 高1
ｴﾋﾒ 930 中岡亜依香 ﾅｶｵｶ ｱｲｶ 高1

928 井上　紗奈 ｲﾉｳｴ ｻﾅ 高1
932 芝　　咲菜 ｼﾊﾞ ｻｷﾅ 中3

2 茨  城 167 井田　真由 ｲﾀﾞ ﾏﾕ 高1
ｲﾊﾞﾗｷ 172 佐藤　真論 ｻﾄｳ ﾏﾛﾝ 中3

170 中村　実夢 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 高1
173 鵜飼　真央 ｳｶﾞｲ ﾏｵ 中3

3 埼  玉 263 柴田　菜摘 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 中3
ｻｲﾀﾏ 264 小池　唯子 ｺｲｹ ﾕｲｺ 中3

260 篠塚　聖妃 ｼﾉﾂｶ ｲﾌﾞｷ 高1
258 武田　眞咲 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｷ 高1

4 神奈川 380 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 382 兼松　さや ｶﾈﾏﾂ ｻﾔ 中3

381 三井　愛梨 ﾐﾂｲ ｱｲﾘ 中3
378 曽根　裟月 ｿﾈ ｻﾂｷ 高1

5 鹿児島 1076 山下ひなた ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾀ 高1
ｶｺﾞｼﾏ 1077 有村　咲希 ｱﾘﾑﾗ ｻｷ 高1

1078 片岡　ミミ ｶﾀｵｶ ﾐﾐ 中3
1075 後野　真衣 ｳｼﾛﾉ ﾏｲ 高1

6 千　葉 297 清水アマネ ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ 中3
ﾁﾊﾞ 294 堀　　花音 ﾎﾘ ｶﾉﾝ 高1

298 野村　奈緒 ﾉﾑﾗ ﾅｵ 中3
292 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ 高1

7 京　都 688 諸橋　光咲 ﾓﾛﾊｼ ﾐｻｷ 高1
ｷｮｳﾄ 689 武田とぼり ﾀｹﾀﾞ ﾄﾎﾞﾘ 中3

691 辻出　詩子 ﾂｼﾞﾃﾞ ｳﾀｺ 中3
692 金谷伊沙優 ｶﾅﾔ ｲｻﾍﾞﾗ 中3

8 福  岡 978 森田　眞心 ﾓﾘﾀ ﾏｺ 中3
ﾌｸｵｶ 976 三野　晴菜 ﾐﾉ ﾊﾙﾅ 中3

979 神武　ゆら ｺｳﾀｹ ﾕﾗ 中3
975 小山田季未 ｵﾔﾏﾀﾞ ｷﾐ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 滋　賀 651 兼田　真奈 ｶﾈﾀﾞ ﾏﾅ 高1

ｼｶﾞ 653 渡邊ひまり ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾏﾘ 中3
649 中小路日菜 ﾅｶｺｳｼﾞ ﾋﾅ 高1
652 木村　日咲 ｷﾑﾗ ﾋｻｷ 中3

1 新  潟 457 永井　千晶 ﾅｶﾞｲ ﾁｱｷ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 460 佐藤　　愛 ｻﾄｳ ｱｲ 高1

462 山岸はるか ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｶ 中3
461 金山　愛花 ｶﾅﾔﾏ ﾏﾅｶ 中3

2 岐　阜 632 松﨑江里子 ﾏﾂｻﾞｷ ｴﾘｺ 中3
ｷﾞﾌ 630 清水　結菜 ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾅ 高1

633 藤田　　桃 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓ 中3
634 山田　陽月 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾂﾞｷ 中3

3 大　阪 729 津隈　由子 ﾂｸﾏ ﾕｳｺ 高1
ｵｵｻｶ 725 宇野　莉奈 ｳﾉ ﾘﾅ 高1

731 吉井萌萌花 ﾖｼｲ ﾓﾓｶ 中3
733 梅木　陽向 ｳﾒｷ ﾋﾅﾀ 中3

4 東　京 338 二宮　歌梨 ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ 中3
ﾄｳｷｮｳ 337 内藤　万愛 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ 高1

336 竹葉　智子 ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓｺ 高1
335 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 高1

5 兵  庫 771 片山　珠里 ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 中3
ﾋｮｳｺﾞ 769 松野仁衣奈 ﾏﾂﾉ ﾆｲﾅ 高1

772 吉田　芽生 ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 中3
773 橋本夏菜恵 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｴ 中3

6 静　岡 546 磯江月希乃 ｲｿｴ ﾂｷﾉ 中3
ｼｽﾞｵｶ 548 山田　茅帆 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾎ 中3

544 岡﨑　美和 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾜ 高1
545 伊藤亜香利 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 高1

7 愛　知 586 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 高1
ｱｲﾁ 585 木村　碧海 ｷﾑﾗ ｱｵｲ 高1

588 渡邊華奈江 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｴ 高1
589 石渡　　遥 ｲｼﾜﾀ ﾖｳ 中3

8 大　分 1043 福島　心響 ﾌｸｼﾏ ｺｺﾈ 中3
ｵｵｲﾀ 1042 山中　すず ﾔﾏﾅｶ ｽｽﾞ 中3

1040 楳木　麻央 ｳﾒｷ ﾏｵ 高1
1039 立山　青葉 ﾀﾃﾔﾏ ｱｵﾊﾞ 高1

9 香　川 896 會田　吉音 ｱｲﾀﾞ ﾖｼﾉ 中3
ｶｶﾞﾜ 892 津島　光希 ﾂｼﾏ ﾐﾂｷ 高1

894 鎌田　菜月 ｶﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 中3
895 大井　希莉 ｵｵｲ ｷﾘ 中3
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