
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. 55 女子    4x50m   フリーリレー   予選   2組 日本記録  1:40.95
成年                大会記録  1:41.03

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 長　野 421 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ
ﾅｶﾞﾉ 423 石坂　夏鈴 ｲｼｻﾞｶ ｶﾘﾝ 大4

425 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 大1
422 望月　　恵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ

3 千　葉 285 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 大1
ﾁﾊﾞ 大学 286 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 大1

283 梅澤　麻友 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ 大2
281 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 大2

4 兵  庫 757 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 大2
ﾋｮｳｺﾞ 大学 759 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 大1

758 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 大1
755 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 大4

5 東　京 327 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 大2
ﾄｳｷｮｳ 322 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ

325 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 大2
326 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 大2

6 京　都 677 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 大4
ｷｮｳﾄ 679 雑賀　睦希 ｻｲｶﾞ ﾑﾂｷ 大3

680 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 大1
676 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ

7 愛　媛 920 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 大2
ｴﾋﾒ 大学 918 東　　風音 ｱｽﾞﾏ ｶｻﾞﾈ 大4

922 岩間　薫乃 ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ 大1
919 丹下　明希 ﾀﾝｹﾞ ｱｷ 大4
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2組
0

1

2 茨  城 158 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 大3
ｲﾊﾞﾗｷ 155 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ

161 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 大1
159 余村　花梨 ﾖﾑﾗ ｶﾘﾝ 大2

3 埼  玉 250 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 大2
ｻｲﾀﾏ 245 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ

247 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 大4
249 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 大2

4 神奈川 365 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ
ｶﾅｶﾞﾜ 366 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ

364 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ
368 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 大2

5 愛　知 575 野呂　優花 ﾉﾛ ﾕｳｶ 大2
ｱｲﾁ 573 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 大4

571 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ
570 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ

6 栃　木 189 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 大4
ﾄﾁｷﾞ 大学 187 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 大4

192 笹原世玲菜 ｻｻﾊﾗ ｾﾚﾅ 大1
190 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 大4

7 青　森 43 相馬　あい ｿｳﾏ ｱｲ 大4
ｱｵﾓﾘ 大学 44 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 大3

45 盛　　音葉 ﾓﾘ ｵﾄﾊ 大2
42 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 大4
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