
第59回国民体育大会夏季大会水泳競技                
                                                  
川口市青木町公園プール                            

スタートリスト

競技No. 46 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  4:04.16
少年Ａ              大会記録  4:12.98

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 青    森 201 吉田真奈美 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ 高3
ｱｵﾓﾘ 高校 204 内海　智秋 ｳﾁｳﾐ ﾁｱｷ 高2

213 工藤　里佳 ｸﾄﾞｳ ﾘｶ 高2
212 高橋　芳佳 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶ 高2

3 岡    山 3320 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 高2
ｵｶﾔﾏ 高校 3317 吉岡亜樹子 ﾖｼｵｶ ｱｷｺ 高2

3316 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 高2
3318 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 高2

4 群    馬 1030 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高1
ｸﾞﾝﾏ 高校 1009 亀田　瑞穂 ｶﾒﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 高3

1020 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 高3
1025 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高2

5 神 奈 川 1443 殿岡　智己 ﾄﾉｵｶ ﾄﾓﾐ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1426 秋和かおり ｱｷﾜ ｶｵﾘ 高3

1403 井上くらら ｲﾉｳｴ ｸﾗﾗ 高3
1425 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 高3

6 大    阪 2714 池田　祐子 ｲｹﾀﾞ ｻﾁｺ 高3
ｵｵｻｶ 高校 2704 廣谷　優衣 ﾋﾛﾀﾆ ﾕｲ 高3

2710 佐々木　恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 高3
2728 小林　悠媛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｴﾝ 高3

7 兵    庫 2823 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2827 中東　杏香 ﾅｶﾋｶﾞｼ ｷｮｳｺ 高3

2826 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高3
2811 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高2

8 茨    城 822 丸山寿美枝 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾐｴ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 821 若佐　由佳 ﾜｶｻ ﾕｶ 高2

820 新川　晴香 ｼﾝｶﾜ ﾊﾙｶ 高3
817 青柳　千明 ｱｵﾔｷﾞ ﾁｱｷ 高3
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学校

2組
1

2 鳥    取 3111 野嶋　央絵 ﾉｼﾞﾏ ﾋｻｴ 高2
ﾄｯﾄﾘ 高校 3109 大山　志保 ｵｵﾔﾏ ｼﾎ 高3

3103 国岡　千春 ｸﾆｵｶ ﾁﾊﾙ 高2
3105 林　　美菜 ﾊﾔｼ ﾐﾅ 高2

3 静    岡 2103 三田　春子 ﾐﾀ ﾊﾙｺ 高2
ｼｽﾞｵｶ 高校 2129 浅井　愛美 ｱｻｲ ﾏﾅﾐ 高2

2131 藤田　愛美 ﾌｼﾞﾀ ｱｲﾐ 高2
2105 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 高3

4 愛    知 2201 臼田奈奈恵 ｳｽﾀﾞ ﾅﾅｴ 高3
ｱｲﾁ 高校 2208 久保田晴奈 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ 高3

2222 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 高3
2215 岩﨑佐代子 ｲﾜｻｷ ｻﾖｺ 高2

5 埼    玉 1133 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高1
ｻｲﾀﾏ 高校 1151 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高2

1146 浅井　晴菜 ｱｻｲ ﾊﾙﾅ 高3
1150 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 高3

6 福    岡 4007 進藤　由菜 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 4012 野瀬　　瞳 ﾆｾ ﾋﾄﾐ 高1

4014 春口沙緒里 ﾊﾙｸﾞﾁ ｻｵﾘ 高3
4002 植田富祐美 ｳｴﾀﾞ ﾌﾕﾐ 高3

7 宮    城 424 高橋　知美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 高2
ﾐﾔｷﾞ 高校 404 和田　麻美 ﾜﾀﾞ ﾏﾐ 高2

419 小野亜里沙 ｵﾉ ｱﾘｻ 高2
423 河合　宝江 ｶﾜｲ ﾄﾐｴ 高3

8 山    形 633 板垣　明香 ｲﾀｶﾞｷ ｻﾔｶ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 634 上野友里恵 ｳｴﾉ ﾕﾘｴ 高3

620 佐藤　百恵 ｻﾄｳ ﾓﾓｴ 高2
601 鈴木　一笑 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｴ 高2
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3組
1

2 栃　　木 914 手塚　有香 ﾃﾂｶ ﾕｶ 高3
ﾄﾁｷﾞ 高校 923 岡村　理絵 ｵｶﾑﾗ ﾘｴ 高3

917 清水　理恵 ｼﾐｽﾞ ﾘｴ 高2
916 桜岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 高2

3 新    潟 1733 藤井　麻代 ﾌｼﾞｲ ﾏﾖ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1735 加藤　　翠 ｶﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 高2

1731 小川さやか ｵｶﾞﾜ ｻﾔｶ 高3
1739 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 高3

4 京    都 2646 鈴木　真子 ｽｽﾞｷ ﾏｺ 高2
ｷｮｳﾄ 高校 2612 今井　　愛 ｲﾏｲ ｱｲ 高2

2611 黒木　綾乃 ｸﾛｷ ｱﾔﾉ 高3
2637 土橋　茜子 ﾂﾁﾊｼ ｱｶﾈ 高3

5 東    京 1325 吉野　友美 ﾖｼﾉ ﾕﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳ 高校 1335 中村沙耶香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 高2

1351 平山なつ美 ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂﾐ 高2
1329 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高2

6 千    葉 1213 大野　　愛 ｵｵﾉ ｱｲ 高2
ﾁﾊﾞ 高校 1215 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 高3

1223 田中　梨緒 ﾀﾅｶ ﾘｵ 高2
1212 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 高3

7 奈    良 2910 田部井恵理 ﾀﾍﾞｲ ｴﾘ 高2
ﾅﾗ 高校 2901 阿部　　薫 ｱﾍﾞ ｶｵﾙ 高1

2907 山本裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 高3
2918 押井　奈緒 ｵｼｲ ﾅｵ 高2

8 秋    田 519 一ノ関和羽 ｲﾁﾉｾｷ ｶｽﾞﾊ 高3
ｱｷﾀ 高校 504 小林　昌代 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖ 高3

538 鈴木　弥代 ｽｽﾞｷ ﾐﾖ 高2
520 佐々木祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 高3
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