
平成１６年度全国中学校体育大会                    
第４４回全国中学校水泳競技大会                    
横浜国際プール                                    

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 一宮今伊勢 4330 鈴木友里愛 ｽｽﾞｷ ﾕﾘｴ 中3
ｲﾁﾐﾔｲﾏｲｾ 中学 4331 成瀬  裕恵 ﾅﾙｾ ﾋﾛｴ 中3

4332 中原千紗都 ﾅｶﾊﾗ ﾁｻﾄ 中2
4333 岩出  華澄 ｲﾜﾃﾞ ｶｽﾐ 中2

3 花巻 2110 佐々木和実 ｻｻｷ ｶｽﾞﾐ 中1
ﾊﾅﾏｷ 中学 2109 熊坂    唯 ｸﾏｻｶ ﾕｲ 中1

2107 平賀ちさと ﾋﾗｶﾞ ﾁｻﾄ 中3
2108 木村  美緒 ｷﾑﾗ ﾐｵ 中2

4 尼崎小田南 5533 池内  寛子 ｲｹｳﾁ ﾋﾛｺ 中3
ｵﾀﾞﾐﾅﾐ 中学 5534 竹内    稜 ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 中3

5535 浅野さつき ｱｻﾉ ｻﾂｷ 中3
5536 吉川  まい ﾖｼｶﾜ ﾏｲ 中3

5 さいたま植竹 407 遠藤  美幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 中2
ｻｲﾀﾏｳｴﾀｹ 中学 408 遠藤  美波 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 中2

409 島田  友世 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾖ 中3
410 大山  真由 ｵｵﾔﾏ ﾏﾕ 中1

6 松江一 6204 余村  汐莉 ﾖﾑﾗ ｼｵﾘ 中1
ﾏﾂｴｲﾀﾞｲｲﾁ 中学 6201 石川  真菜 ｲｼｶﾜ ﾏﾅ 中3

6202 桶谷  樹里 ｵｹﾀﾆ ｼﾞｭﾘ 中2
6203 田中  愛菜 ﾀﾅｶ ｱｲﾅ 中2

7 碧南東 4347 末永  京香 ｽｴﾅｶﾞ ｷｮｳｶ 中1
ﾍｷﾅﾝﾋｶﾞｼ 中学 4348 松村  綾華 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｶ 中2

4349 甲村    栞 ｺｳﾑﾗ ｼｵﾘ 中2
4350 亀蔦  祐佳 ｶﾒﾂﾀ ﾕｳｶ 中2

8 横浜金沢 35 下山　愛由 ｼﾓﾔﾏ ｱﾕ 中3
ﾊﾏ･ｶﾅｻﾞﾜ 中学 36 塚越　麻由 ﾂｶｺｼ ﾏﾕ 中2

34 西山　美穂 ﾆｼﾔﾏ ﾐﾎ 中3
33 笹間　琴美 ｻｻﾏ ｺﾄﾐ 中3

9 鶴岡第五 2438 加藤    侑 ｶﾄｳ ﾕｳ 中1
ﾂﾙｵｶﾀﾞｲｺﾞ 中学 2436 五十嵐葉月 ｲｶﾗｼ ﾊﾂﾞｷ 中3

2439 佐藤絵里佳 ｻﾄｳ ｴﾘｶ 中1
2437 剣持  紀子 ｹﾝﾓﾁ ﾉﾘｺ 中2

10
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平成１６年度全国中学校体育大会                    
第４４回全国中学校水泳競技大会                    
横浜国際プール                                    

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 枚方四 5340 田淵  まや ﾀﾌﾞﾁ ﾏﾔ 中3

ﾋﾗｶﾀ4 中学 5341 田島由里絵 ﾀｼﾞﾏ ﾕﾘｴ 中3
5343 橋本  歩美 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾐ 中1
5342 亀野  睦紀 ｶﾒﾉ ﾑﾂｷ 中1

2 鶴岡第三 2422 和田  綾乃 ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 中2
ﾂﾙｵｶｻﾝ 中学 2425 齊藤  苑子 ｻｲﾄｳ ｿﾉｺ 中3

2423 矢口    恵 ﾔｸﾞﾁ ｹｲ 中2
2424 大瀧  真優 ｵｵﾀｷ ﾏﾕ 中3

3 小松川三 865 宮田  文華 ﾐﾔﾀ ﾌﾐｶ 中2
ｺﾏﾂｶﾞﾜ3 中学 863 伊関  佳織 ｲｾｷ ｶｵﾘ 中2

864 豊岡  桜子 ﾄﾖｵｶ ｻｸﾗｺ 中2
862 本多里也子 ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾔｺ 中3

4 瀬戸南山 4341 佐々木彩香 ｻｻｷ ｱﾔｶ 中3
ｾﾄﾐﾅﾐﾔﾏ 中学 4343 大塚  咲季 ｵｵﾂｶ ｻｷ 中2

4344 阿部  千晶 ｱﾍﾞ ﾁｱｷ 中1
4342 柳瀬  康代 ﾔﾅｾ ﾔｽﾖ 中3

5 福岡平尾 8040 岩岡  里衣 ｲﾜｵｶ ﾘｴ 中1
ﾌｸｵｶﾋﾗｵ 中学 8042 西田  菜紗 ﾆｼﾀﾞ ﾅｻ 中2

8039 谷口実雅子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｶｺ 中3
8041 中園  恵美 ﾅｶｿﾞﾉ ｴﾐ 中2

6 小城 8202 松本  有未 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾐ 中3
ｵｷﾞ 中学 8203 宮島  真純 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｽﾐ 中2

8204 宮原    彩 ﾐﾔﾊﾗ ｱﾔ 中3
8205 陣内  沙紀 ｼﾞﾝﾉｳﾁ ｻｷ 中2

7 安来第一 6207 宮田絵梨子 ﾐﾔﾀ ｴﾘｺ 中3
ﾔｽｷﾞｲﾁ 中学 6209 米沢  美紀 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐｷ 中1

6210 濱田めいか ﾊﾏﾀﾞ ﾒｲｶ 中1
6211 遠藤  里菜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 中3

8 松任 3212 堺井  彩加 ｻｶｲ ｱﾔｶ 中3
ﾏｯﾄｳ 中学 3211 木村  麻衣 ｷﾑﾗ ﾏｲ 中3

3213 盛嶋  麻依 ﾓﾘｼﾏ ﾏｲ 中2
3210 北村  美季 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂｷ 中2

9 愛知･竜北 4301 金山あゆみ ｶﾅﾔﾏ ｱﾕﾐ 中3
ｱｲﾁﾘｭｳﾎｸ 中学 4304 川合  美穂 ｶﾜｲ ﾐﾎ 中2

4303 足立  陽子 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｺ 中2
4302 大石  彩加 ｵｵｲｼ ｱﾔｶ 中3

10 日大豊山女子 859 西野ちづる ﾆｼﾉ ﾁﾂﾞﾙ 中1
ﾌﾞｻﾞﾝｼﾞｮ 中学 855 大山  洋子 ｵｵﾔﾏ ﾖｳｺ 中3

858 高久    彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 中1
857 若色  陽子 ﾜｶｲﾛ ﾖｳｺ 中2
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平成１６年度全国中学校体育大会                    
第４４回全国中学校水泳競技大会                    
横浜国際プール                                    

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 神戸歌敷山 5552 勝見  早希 ｶﾂﾐ ｻｷ 中1

ｳﾀｼｷﾔﾏ 中学 5551 勝見  英里 ｶﾂﾐ ｴﾘ 中3
5553 高島  瞳美 ﾀｶｼﾏ ﾋﾄﾐ 中1
5554 筒井  愛理 ﾂﾂｲ ｱｲﾘ 中1

2 鴻巣赤見台 430 手塚  成美 ﾃﾂﾞｶ ﾅﾙﾐ 中1
ｺｳﾉｽｱｶﾐﾀﾞｲ 中学 429 山田絵梨花 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘｶ 中3

431 長岡  千華 ﾅｶﾞｵｶ ﾁｶ 中1
432 野崎    澄 ﾉｻﾞｷ ｻﾔｶ 中1

3 佃 2004 鎌田  吏絵 ｶﾏﾀ ﾘｴ 中1
ﾂｸﾀﾞ 中学 2001 高林  杏奈 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ 中2

2003 千代谷侑香 ﾁﾖﾔ ﾕｶ 中2
2002 今    美咲 ｺﾝ ﾐｻｷ 中3

4 武庫川大附 5541 河原  由梨 ｶﾊﾗ ﾕﾘ 中1
ﾑｺｶﾞﾜﾀﾞｲ 中学 5542 高津  弓奈 ﾀｶﾂ ﾕﾐﾅ 中1

5539 阪口奈津希 ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 中3
5540 村上  裕子 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｺ 中3

5 我孫子 638 大谷　　愛 ｵｵﾀﾆ ｱｲ 中3
ｱﾋﾞｺ 中学 640 中野  彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 中2

605 齋藤  歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 中3
641 西山  佳子 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｺ 中1

6 千葉小中台 658 西辻  彩乃 ﾆｼﾂｼﾞ ｱﾔﾉ 中3
ﾁﾊﾞｺﾅｶﾀﾞｲ 中学 618 森田  麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ 中3

660 金子  友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中1
659 森田  理美 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾐ 中1

7 広島安佐 6602 仁川  梨恵 ﾆｶﾜ ﾘｴ 中3
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 6606 松永  美樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐｷ 中1

6601 中岡  洋子 ﾅｶｵｶ ﾖｳｺ 中2
6603 西岡真奈美 ﾆｼｵｶ ﾏﾅﾐ 中3

8 大和つきみ野 74 吉井　優実 ﾖｼｲ ﾕﾐ 中3
ﾔﾏﾄ ﾂｷﾐﾉ 中学 75 直井あづさ ﾅｵｲ ｱﾂﾞｻ 中3

77 小山　　岬 ｺﾔﾏ ﾐｻｷ 中3
76 川本　陽子 ｶﾜﾓﾄ ﾖｳｺ 中3

9 ルーテル学院 8406 松尾  千里 ﾏﾂｵ ﾁｻﾄ 中3
ﾙｰﾃﾙ 中学 8409 島津  玲奈 ｼﾏﾂﾞ ﾚﾅ 中1

8408 松尾  明音 ﾏﾂｵ ｱｶﾈ 中2
8407 川野ひかる ｶﾜﾉ ﾋｶﾙ 中3

10 枚方東香里 5337 福村  友恵 ﾌｸﾑﾗ ﾄﾓｴ 中3
ﾋｶﾞｼｺｳﾘ 中学 5338 竹谷  友里 ﾀｹﾀﾆ ﾕﾘ 中3

5336 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 中3
5339 蕪崎  友実 ｶﾌﾞｻｷ ﾕﾐ 中1
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平成１６年度全国中学校体育大会                    
第４４回全国中学校水泳競技大会                    
横浜国際プール                                    

スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 金沢額 3202 中村  真実 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ 中2

ｶﾅｻﾞﾜﾇｶ 中学 3203 島  あずさ ｼﾏ ｱｽﾞｻ 中2
3204 寺坂    泉 ﾃﾗｻｶ ｲｽﾞﾐ 中3
3205 吉田  唯香 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲｶ 中1

2 広島市立己斐 6615 坂田  知葉 ｻｶﾀ ﾁﾊ 中3
ﾋﾛｼﾏ ｺｲ 中学 6616 臺    智美 ﾀﾞｲ ﾄﾓﾐ 中2

6614 加藤  未来 ｶﾄｳ ﾐｷ 中1
6617 加藤  侑子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ 中3

3 相模原中央 63 田辺　麻優 ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 中2
ﾁｭｳｵｳ 中学 62 岡本　知都 ｵｶﾓﾄ ﾁｻﾄ 中3

99 宮下  紅沙 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｻ 中3
64 小沢　彩夏 ｵｻﾞﾜ ｱﾔｶ 中2

4 岩崎 29 川田　恵李 ｶﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 中2
ｲﾜｻｷ 中学 30 錦織　美香 ﾆｼｺﾞｵﾘ ﾐｶ 中2

32 伊藤　　蘭 ｲﾄｳ ﾗﾝ 中1
31 岡本　椎奈 ｵｶﾓﾄ ｼｲﾅ 中2

5 武蔵野 874 林  ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 中3
ﾑｻｼﾉ 中学 878 高橋  美月 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾂﾞｷ 中2

876 桑端  幸永 ｸﾜﾊﾞﾀ ｻｷｴ 中3
875 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 中3

6 下松末武 6805 山村  華加 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾅｶ 中1
ｽｴﾀｹ 中学 6803 藤井    涼 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳ 中3

6802 狩俣  有希 ｶﾘﾏﾀ ﾕｷ 中3
6804 狩俣  早希 ｶﾘﾏﾀ ｻｷ 中1

7 市川福栄 661 大森はるか ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｶ 中1
ﾌｸｴｲ 中学 619 伊藤    瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 中3

620 越山あゆ美 ｺｼﾔﾏ ｱﾕﾐ 中2
662 大椛  詩織 ｵｵﾅｷﾞ ｼｵﾘ 中1

8 越谷栄進 472 中山  莉沙 ﾅｶﾔﾏ ﾘｻ 中1
ｺｼｶﾞﾔｴｲｼﾝ 中学 470 須永  麻莉 ｽﾅｶﾞ ﾏﾘ 中2

469 星  奈津美 ﾎｼ ﾅﾂﾐ 中2
471 星      茜 ﾎｼ ｱｶﾈ 中1

9 鶴岡第一 2411 畠山  愛梨 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｲﾘ 中3
ﾂﾙｵｶｲﾁ 中学 2414 佐竹  由誉 ｻﾀｹ ﾖｼｴ 中2

2413 高宮  由花 ﾀｶﾐﾔ ﾕｶ 中3
2412 五十嵐咲季 ｲｶﾞﾗｼ ｻｷ 中3

10 尼崎塚口 5511 井関  那緒 ｲｾｷ ﾅｵ 中3
ﾂｶｸﾞﾁ 中学 5508 藤原  志穂 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾎ 中3

5509 萩原  里菜 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘﾅ 中3
5510 平田  麻実 ﾋﾗﾀ ｱｻﾐ 中2
Page: 4/5 Printing: 2004/08/21 13:26:33

山　形

兵  庫

加　盟

東  京

山　口

千　葉

埼  玉

石  川

広　島

神奈川

神奈川
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スタートリスト

競技No.  5 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 日野七生 882 藤田  美恵 ﾌｼﾞﾀ ﾐｴ 中3

ﾋﾉﾅﾅｵ 中学 879 福田  千尋 ﾌｸﾀﾞ ﾁﾋﾛ 中1
881 武藤  江里 ﾑﾄｳ ｴﾘ 中3
880 神田  早紀 ｶﾝﾀﾞ ｻｷ 中3

2 東海大浦安 655 大高由佳絵 ｵｵﾀｶ ﾕｶｴ 中2
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 中学 630 松島  美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 中2

656 島宮    舞 ｼﾏﾐﾔ ﾏｲ 中3
657 吉田    愛 ﾖｼﾀﾞ ｲﾂﾐ 中1

3 上尾原市 434 小沼  英恵 ｺﾇﾏ ﾊﾅｴ 中2
ｱｹﾞｵﾊﾗｲﾁ 中学 435 磯谷あずさ ｲｿﾀﾆ ｱｽﾞｻ 中1

436 田村  美優 ﾀﾑﾗ ﾐﾕ 中1
433 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 中3

4 和洋国府台 650 佐藤志保里 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 中1
ﾜﾖｳｼﾞｮｼ 中学 653 宍倉  美波 ｼｼｸﾗ ﾐﾅﾐ 中2

652 会田  真弓 ｱｲﾀﾞ ﾏﾕﾐ 中2
615 石田  彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 中3

5 品川女子学院 866 出川友理江 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕﾘｴ 中3
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮ 中学 869 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 中2

870 吉田  育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 中2
867 加藤  亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 中3

6 東京陵南 846 嘉陽  文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中1
ﾘｮｳﾅﾝ 中学 845 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中1

847 坂戸  里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 中1
848 坂戸  希実 ｻｶﾄ ﾉｿﾞﾐ 中1

7 長岡宮内 3033 野口  春香 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 中2
ﾐﾔｳﾁ 中学 3029 山田みな美 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 中2

3031 田上    咲 ﾀｶﾞﾐ ｻｷ 中3
3030 青柳    睦 ｱｵﾔｷﾞ ﾑﾂﾐ 中3

8 善通寺西 7125 鹿谷  侑可 ｼｶﾀﾆ ﾕｶ 中1
ｾﾞﾝﾆｼ 中学 7123 竹森  公美 ﾀｹﾓﾘ ｸﾐ 中2

7122 小比賀ひとみ ｵﾋﾞｶ ﾋﾄﾐ 中3
7124 大迫ゆかり ｵｵｻｺ ﾕｶﾘ 中2

9 綾北 79 村上　有実 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾐ 中3
ﾘｮｳﾎｸ 中学 81 小田　彩織 ｵﾀﾞ ｻｵﾘ 中3

80 森町明日香 ﾓﾘﾏﾁ ｱｽｶ 中1
82 山田小百合 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾕﾘ 中3

10 保原桃陵 2507 宍戸さつき ｼｼﾄﾞ ｻﾂｷ 中1
ﾄｳﾘｮｳ 中学 2509 安田  祥子 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳｺ 中3

2508 熊坂  一恵 ｸﾏｻｶ ｶｽﾞｴ 中3
2510 菅野    恵 ｶﾝﾉ ﾒｸﾞﾐ 中3
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