
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. 90 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:54.73
成年                大会記録  4:02.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1 群  馬 217 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 大1
ｸﾞﾝﾏ 大学 213 大和田明日楓 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 大4

214 小池　詩音 ｺｲｹ ｼｵﾝ 大4
215 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 大3

2 栃　木 188 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 大4
ﾄﾁｷﾞ 大学 191 岸　　愛弓 ｷｼ ｱﾕﾐ 大4

189 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 大4
190 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 大4

3 千　葉 280 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 大3
ﾁﾊﾞ 大学 282 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 大2

286 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 大1
281 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 大2

4 東　京 321 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ
ﾄｳｷｮｳ 323 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ

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

5 福  岡 965 柳　あかね ﾔﾅｷﾞ ｱｶﾈ 大4
ﾌｸｵｶ 964 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ

966 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 大4
967 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 大1

6 京　都 680 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 大1
ｷｮｳﾄ 675 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ

677 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ 大4
676 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ

7 長　野 424 北原瑛里香 ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 大3
ﾅｶﾞﾉ 423 石坂　夏鈴 ｲｼｻﾞｶ ｶﾘﾝ 大4

422 望月　　恵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ
421 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ

8 愛　媛 920 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 大2
ｴﾋﾒ 大学 921 戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 大1

918 東　　風音 ｱｽﾞﾏ ｶｻﾞﾈ 大4
919 丹下　明希 ﾀﾝｹﾞ ｱｷ 大4
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スタートリスト

競技No. 90 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  3:54.73
成年                大会記録  4:02.00

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0

1 静　岡 532 松浦　可苗 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅｴ 大3
ｼｽﾞｵｶ 大学 534 水野　美鈴 ﾐｽﾞﾉ ﾐｽｽﾞ 大1

531 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 大3
533 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 大2

2 茨  城 162 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ 大1
ｲﾊﾞﾗｷ 156 出澤　美和 ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ 大4

155 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ
157 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 大3

3 兵  庫 757 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 大2
ﾋｮｳｺﾞ 大学 754 近藤　　和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｺﾞﾐ 大4

758 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 大1
759 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 大1

4 神奈川 363 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ
ｶﾅｶﾞﾜ 367 髙﨑　有紀 ﾀｶｻｷ ﾕｷ

365 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ
364 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ

5 埼  玉 245 諸貫　瑛美 ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ
ｻｲﾀﾏ 246 関口　美咲 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ

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

6 愛　知 572 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ
ｱｲﾁ 576 安藤　綾美 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ 大1

570 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ
575 野呂　優花 ﾉﾛ ﾕｳｶ 大2

7 宮  城 78 渡邊　　彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 大4
ﾐﾔｷﾞ 大学 80 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ 大3

77 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 大4
79 菅原　笑華 ｽｶﾞﾜﾗ ｴﾐｶ 大3

8 北海道 29 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 大3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 27 田代　真子 ﾀｼﾛ ﾏｺ 大4

26 若狭向日葵 ﾜｶｻ ﾋﾏﾜﾘ 大4
28 横山ゆうき ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 大3
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