
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. 33 女子    400m   メドレーリレー   決勝   1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 進出ﾀｲﾑ
学校

1組
1 下松末武 6805 山村  華加 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾅｶ 中1  4:38.56

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

2 広島安佐 6602 仁川  梨恵 ﾆｶﾜ ﾘｴ 中3  4:38.06
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

3 善通寺西 7125 鹿谷  侑可 ｼｶﾀﾆ ﾕｶ 中1  4:35.31
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

4 我孫子 638 大谷　　愛 ｵｵﾀﾆ ｱｲ 中3  4:33.61
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

5 品川女子学院 866 出川友理江 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕﾘｴ 中3  4:27.45
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 武蔵野 874 林  ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 中3  4:33.28
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

7 東京陵南 846 嘉陽  文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中1  4:33.81
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

8 千葉小中台 658 西辻  彩乃 ﾆｼﾂｼﾞ ｱﾔﾉ 中3  4:37.93
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

9 岩崎 29 川田　恵李 ｶﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾘ 中2  4:38.49
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

10 福岡平尾 8040 岩岡  里衣 ｲﾜｵｶ ﾘｴ 中1  4:38.68
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
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