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いきいき茨城ゆめ国体　水泳競技　競泳              
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スタートリスト

競技No. 17 女子   4x100m   フリーリレー   予選   2組   日本記録  3:36.17
少年Ａ                大会記録  3:42.40

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 山　梨 400 伊東亜依海 ｲﾄｳ ｱｲﾐ 高2

ﾔﾏﾅｼ 高校 401 家登美櫻子 ｶﾄ ﾐｵｺ 高2
398 志村　里奈 ｼﾑﾗ ﾘﾅ 高3
402 倉田　真綺 ｸﾗﾀ ﾏｱﾔ 高2

1 熊　本 1015 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 高2
ｸﾏﾓﾄ 高校 1016 八木田絃音 ﾔｷﾞﾀ ｲﾄﾈ 高2

1017 長森　花楓 ﾅｶﾞﾓﾘ ｶｴﾃﾞ 高2
1018 牛島　未空 ｳｼｼﾞﾏ ﾐｸ 高1

2 静　岡 541 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 535 渡邊　真衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 高3

542 中村菜々穂 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾎ 高2
536 加藤　杏樹 ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 高3

3 大　阪 720 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 高3
ｵｵｻｶ 高校 730 杉山わか菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ 高1

723 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 高2
726 谷川亜華葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｹﾞﾊ 高1

4 埼  玉 252 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高3
ｻｲﾀﾏ 高校 256 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 高2

255 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高2
251 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 高3

5 東　京 331 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 高2
ﾄｳｷｮｳ 高校 333 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 高2

332 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 高2
334 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 高1

6 京　都 684 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 682 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高3

681 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 高3
685 青木　尚子 ｱｵｷ ﾅｵｺ 高2

7 福  岡 968 井上　結貴 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 972 田山　茅咲 ﾀﾔﾏ ﾁｻｷ 高2

973 高原　彩花 ﾀｶﾊﾗ ｻﾔｶ 高2
969 石原　愛依 ｲｼﾊﾗ ﾒｲ 高3

8 山　形 110 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 高2
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 111 関　　琴音 ｾｷ ｺﾄﾈ 高2

109 渡会　日菜 ﾜﾀﾗｲ ﾋﾅ 高2
108 佐藤　夏希 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ 高3
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2組
0 茨  城 164 菅谷　　夢 ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ 高3

ｲﾊﾞﾗｷ 高校 163 矢野　佑歩 ﾔﾉ ﾕﾎ 高3
165 早川　　碧 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ 高2

1080 坂本　美心 ｻｶﾓﾄ ﾐｺ 高2

1 北海道 35 ｷﾝｸﾞ　ｱﾘｼｱ ｷﾝｸﾞ ｱﾘｼｱ 高2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 34 舛田　来唯 ﾏｽﾀﾞ ﾗｲ 高2

31 西村　風香 ﾆｼﾑﾗ ﾌｳｶ 高3
32 落合　小春 ｵﾁｱｲ ｺﾊﾙ 高3

2 愛　媛 927 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 高2
ｴﾋﾒ 高校 924 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高3

923 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 高3
926 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 高3

3 奈  良 791 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 高2
ﾅﾗ 高校 790 河田　萌花 ｶﾜﾀ ﾎﾉｶ 高3

792 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 高2
793 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 高2

4 神奈川 376 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 377 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 高2

371 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高3
373 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 高3

5 愛　知 581 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 高3
ｱｲﾁ 高校 577 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高3

579 水谷　　楓 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 高3
583 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高2

6 千　葉 291 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 高2
ﾁﾊﾞ 高校 287 松村　多恵 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ 高3

288 星　　美里 ﾎｼ ﾐｻﾄ 高3
289 賀部　寿音 ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 高2

7 兵  庫 765 井上　真帆 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 766 舩本　愛子 ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ 高2

761 堀上　綺良 ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ 高3
764 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 高3

8 新  潟 456 土橋　　輝 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋｶﾙ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 455 青柳　知夏 ｱｵﾔｷﾞ ﾁｶ 高2

454 竹田　彩乃 ﾀｹﾀﾞ ｱﾔﾉ 高2
453 坂本　愛佳 ｻｶﾓﾄ ｱｲｶ 高3
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