
平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 札幌大谷 59 林　可那子 ﾊﾔｼ ｶﾅｺ 高2

ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀﾆ 高校 58 田中なつみ ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 高2
62 中島　彩乃 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 高1
61 澤口　汐美 ｻﾜｸﾞﾁ ｼｵﾐ 高1

2 八幡浜 1632 二宮　麻季 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｷ 高3
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 1631 田中美菜子 ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 高1

1630 川西　麻理 ｶﾜﾆｼ ﾏﾘ 高3
1633 北川　千尋 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 高3

3 土佐塾 1610 佐々木り凡 ｻｻｷ ﾘﾎ 高3
ﾄｻｼﾞｭｸ 高校 1616 明神　早紀 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｻｷ 高1

1611 新野　夏海 ｼﾝﾉ ﾅﾂﾐ 高1
1609 高橋　佐和 ﾀｶﾊｼ ｻﾜ 高2

4 県立岐阜商業 1098 鈴木  晴結 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 高3
ｹﾝﾘﾂｷﾞﾌｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1103 曽我  美月 ｿｶﾞ ﾐﾂﾞｷ 高1

1102 岡田  あい ｵｶﾀﾞ ｱｲ 高2
1101 清部のりか ｾｲﾍﾞ ﾉﾘｶ 高3

5 津田学園 1096 高木  彩衣 ﾀｶｷﾞ ｱｲ 高2
ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 1095 松村  彩加 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｶ 高3

1093 小林  未佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 高3
1094 佐野真奈美 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 高3

6 徳島市立 1657 久木麻里衣 ｸｷ ﾏﾘｴ 高3
ﾄｸｼﾏｼﾘﾂ 高校 1658 兼間　陽子 ｶﾈﾏ ﾖｳｺ 高2

1660 福永　喜子 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｷｺ 高1
1659 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ 高2

7 札幌静修 46 原　　朋美 ﾊﾗ ﾄﾓﾐ 高2
ｻｯﾎﾟﾛｾｲｼｭｳ 高校 45 松本　小葉 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖ 高2

48 田村このみ ﾀﾑﾗ ｺﾉﾐ 高3
49 井口絵里加 ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 福翔 1797 下大迫美恵 ｼﾓｵｵｻｺ ﾖｼｴ 高1

ﾌｸｼｮｳ 高校 1793 石浜　　藍 ｲｼﾊﾏ ｱｲ 高3
1794 高木　香織 ﾀｶｷ ｶｵﾘ 高3
1796 谷口実雅子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｶｺ 高1

2 長崎商業 1737 佐々木絵里 ｻｻｷ ｴﾘ 高2
ﾅｶﾞｻｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1736 布志木香名 ﾌｼｷ ｶﾅ 高2

1735 竹森  智美 ﾀｹﾓﾘ ﾄﾓﾐ 高3
1734 宮下  由香 ﾐﾔｼﾀ ﾕｶ 高3

3 大垣商業 1117 岩田  恵里 ｲﾜﾀ ｴﾘ 高1
ｵｵｶﾞｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1113 竹中  あや ﾀｹﾅｶ ｱﾔ 高3

1115 渡邉奈緒美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾐ 高3
1116 竹中  まい ﾀｹﾅｶ ﾏｲ 高2

4 佐久長聖 840 宮坂　　翠 ﾐﾔｻｶ ﾐﾄﾞﾘ 高1
ｻｸﾁｮｳｾｲ 高校 839 竹内沙也佳 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 高2

838 西澤恵里香 ﾆｼｻﾞﾜ ｴﾘｶ 高2
837 小澤　理沙 ｵｻﾞﾜ ﾘｻ 高2

5 日大高 591 下山　愛由 ｼﾓﾔﾏ ｱﾕ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 602 丹野　紗貴 ﾀﾝﾉ ｻｷ 高2

590 岡本　　香 ｵｶﾓﾄ ｶｵﾘ 高3
589 伊藤喜志子 ｲﾄｳ ｷｼｺ 高1

6 玉野光南 1546 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 高3
ﾀﾏﾉｺｳﾅﾝ 高校 1548 林　　美穂 ﾊﾔｼ ﾐﾎ 高3

1545 松本　亜弓 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ 高3
1544 松岡　彩夏 ﾏﾂｵｶ ｱﾔｶ 高2

7 鹿児島実業 1725 榎田　　渚 ｴﾉｷﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 高2
ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1726 福留　尚子 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾅｵｺ 高1

1724 山村　光沙 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾘｻ 高2
1723 森　　怜奈 ﾓﾘ ﾚｲﾅ 高3

8 京都文教 1215 森  亜沙美 ﾓﾘ ｱｻﾐ 高1
ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳ 高校 1214 田畑  舞巳 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｲﾐ 高2

1213 山崎真斗香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 高2
1212 山本真由香 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 直方 1784 進藤　由菜 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ 高3

ﾉｵｶﾞﾀ 高校 1788 和田　智恵 ﾜﾀﾞ ﾁｴ 高2
1786 福田　麻代 ﾌｸﾀﾞ ｱｻﾖ 高2
1787 吉原　　愛 ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾐ 高2

2 札幌山の手 52 永井　　翠 ﾅｶﾞｲ ﾐﾄﾞﾘ 高3
ｻｯﾎﾟﾛﾔﾏﾉﾃ 高校 53 黒田　亜美 ｸﾛﾀﾞ ｱﾐ 高2

54 前原　優子 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳｺ 高2
55 柿林　　遥 ｶｷﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 高1

3 浜松北 968 谷澤めぐみ ﾀﾆｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 高3
ﾊﾏｷﾀ 高校 971 小野田真弓 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾕﾐ 高1

970 松本    恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 高2
969 大須賀麻子 ｵｵｽｶ ﾏｺ 高2

4 宇都宮中央女 263 東　志穂梨 ｱｽﾞﾏ ｼｵﾘ 高2
ｳﾂﾉﾐﾔﾁｭｳｵｳｼﾞｮｼ 高校 262 中　　綾香 ﾅｶ ｱﾔｶ 高3

261 清水　理恵 ｼﾐｽﾞ ﾘｴ 高3
259 桜岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 高3

5 八頭 1503 若林　里奈 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 高2
ﾔｽﾞ 高校 1504 谷口　莉沙 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｻ 高3

1502 国岡　千春 ｸﾆｵｶ ﾁﾊﾙ 高3
1506 林　　美菜 ﾊﾔｼ ﾐﾅ 高3

6 品川女子学院 572 樋熊　彩美 ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ 高2
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮ 高校 570 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高2

573 平山なつ美 ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂﾐ 高3
569 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 高1

7 聖和学園 176 山縣　慧子 ﾔﾏｶﾞﾀ ｹｲｺ 高2
ｾｲﾜｶﾞｸｴﾝ 高校 175 咲間　絵理 ｻｸﾏ ｴﾘ 高3

177 若生　彩加 ﾜｺｳ ｱﾔｶ 高1
173 郡山　奈々 ｺｵﾘﾔﾏ ﾅﾅ 高3

8 成田 397 大谷　　愛 ｵｵﾀﾆ ｱｲ 高1
ﾅﾘﾀ 高校 391 伊藤　真帆 ｲﾄｳ ﾏﾎ 高3

392 吉井　莉恵 ﾖｼｲ ﾘｴ 高2
394 神代ひろみ ｶﾐﾖ ﾋﾛﾐ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 武庫川大附 1376 大谷  美央 ｵｵﾀﾆ ﾐｵ 高3

ﾑｺｶﾞﾜﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 高校 1379 馬場  未来 ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾗｲ 高3
1378 阪口奈津希 ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 高1
1377 近藤  小夏 ｺﾝﾄﾞｳ ｺﾅﾂ 高2

2 安来 1515 長谷川真帆 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾎ 高2
ﾔｽｷﾞ 高校 1513 宮田絵梨子 ﾐﾔﾀ ｴﾘｺ 高1

1516 日高　友紀 ﾋﾀﾞｶ ﾕｷ 高1
1514 山岡絵里香 ﾔﾏｵｶ ｴﾘｶ 高3

3 和歌山北 1420 有本麻衣那 ｱﾘﾓﾄ ﾏｲﾅ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 1419 若宮あゆみ ﾜｶﾐﾔ ｱﾕﾐ 高3

1461 津村　紗希 ﾂﾑﾗ ｻｷ 高2
1417 前川    唯 ﾏｴｶﾜ ﾕｲ 高3

4 狭山ヶ丘 337 武田つかさ ﾀｹﾀﾞ ﾂｶｻ 高1
ｻﾔﾏｶﾞｵｶ 高校 335 中山　優希 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 高3

330 阿部真里奈 ｱﾍﾞ ﾏﾘﾅ 高1
334 小野　由貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 高2

5 市立船橋 412 鈴木　　綾 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 高1
ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 411 渋谷香緒里 ｼﾌﾞﾔ ｶｵﾘ 高1

410 吉田　理紗 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 高1
399 賢木友理絵 ｻｶｷ ﾕﾘｴ 高3

6 鶴見女子 620 岡崎　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高2
ﾂﾙﾐｼﾞｮｼ 高校 618 伊藤　　華 ｲﾄｳ ﾊﾅ 高2

619 伊藤　　咲 ｲﾄｳ ｻｷ 高3
622 小林　彩華 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 高2

7 藤村女子 493 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高2
ﾌｼﾞﾑﾗ 高校 491 山崎　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高2

492 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 高3
490 細田　美妃 ﾎｿﾀﾞ ﾐｷ 高1

8 北陸大谷 767 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 高2
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 772 木村　麻衣 ｷﾑﾗ ﾏｲ 高1

773 和倉　唯花 ﾜｸﾗ ﾕｲｶ 高2
770 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 ルーテル学院 1764 寺本　瑞希 ﾃﾗﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 高3

ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 1767 浜田　聖美 ﾊﾏﾀﾞ ｷﾖﾐ 高2
1768 松尾　千里 ﾏﾂｵ ﾁｻﾄ 高1
1763 増永　由華 ﾏｽﾅｶﾞ ﾕｶ 高3

2 川崎橘 679 池田　ゆう ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 高2
ｶﾜｻｷﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 678 石原　優紀 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 高1

670 宇野　春香 ｳﾉ ﾊﾙｶ 高2
676 上村　幸菜 ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾅ 高2

3 市立沼田 1563 前峠不求美 ﾏｴﾄｳｹﾞ ﾌｸﾐ 高1
ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾀ 高校 1559 高橋八恵子 ﾀｶﾊｼ ﾔｴｺ 高1

1560 小林　梨紗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 高3
1562 神谷　明子 ｶﾐﾀﾆ ｱｷｺ 高1

4 盛岡南 217 佐々木友恵 ｻｻｷ ﾄﾓｴ 高1
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 125 岩渕麻衣子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾏｲｺ 高3

128 田鎖ななえ ﾀｸｻﾘ ﾅﾅｴ 高2
134 平賀ちさと ﾋﾗｶ ﾁｻﾄ 高1

5 豊川 1082 近藤  理紗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 高1
ﾄﾖｶﾜ 高校 1079 辻  亜由美 ﾂｼﾞ ｱﾕﾐ 高2

1080 松下絵里奈 ﾏﾂｼﾀ ｴﾘﾅ 高1
1078 澤本  絵里 ｻﾜﾓﾄ ｴﾘ 高3

6 武南 372 秋山　聡美 ｱｷﾔﾏ ｻﾄﾐ 高1
ﾌﾞﾅﾝ 高校 379 坪木佑香里 ﾂﾎﾞｷ ﾕｶﾘ 高1

374 上石　　瞳 ｶﾐｲｼ ﾋﾄﾐ 高1
376 新道あさと ｼﾝﾄﾞｳ ｱｻﾄ 高3

7 中京大中京 1030 川本奈津絵 ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｴ 高2
ﾁｭｳｷｮｳ 高校 1031 片岡永理奈 ｶﾀｵｶ ｴﾘﾅ 高2

1028 土屋友花梨 ﾂﾁﾔ ﾕｶﾘ 高3
1033 山下奈那子 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅｺ 高1

8 日大三島 911 三田  春子 ﾐﾀ ﾊﾙｺ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 913 芹澤  未央 ｾﾘｻﾞﾜ ﾐｵ 高3

916 稲葉    遥 ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙｶ 高1
915 水上  麗実 ﾐｽﾞｶﾐ ﾚﾐ 高3
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 羽衣学園 1282 吉野  麻衣 ﾖｼﾉ ﾏｲ 高3

ﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｸｴﾝ 高校 1275 久保田有貴 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 高1
1280 濱田枝里子 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾘｺ 高1
1279 中坂  由佳 ﾅｶｻｶ ﾕｶ 高2

2 桐蔭学園 657 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 659 八木　春佳 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 高1

651 首藤ゆかり ｽﾄｳ ﾕｶﾘ 高2
653 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高2

3 早稲田実業 522 亀崎　祐未 ｶﾒｻﾞｷ ﾕﾐ 高1
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 527 深瀬美沙子 ﾌｶｾ ﾐｻｺ 高1

525 住吉ひかる ｽﾐﾖｼ ﾋｶﾙ 高2
529 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 高1

4 共愛学園 281 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高2
ｷｮｳｱｲｶﾞｸｴﾝ 高校 283 木暮あゆ美 ｷｸﾞﾚ ｱﾕﾐ 高1

280 新井ゆかり ｱﾗｲ ﾕｶﾘ 高3
282 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高3

5 佐賀商業 1774 前田　真菜 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ 高3
ｻｶﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1775 中原めぐみ ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 高2

1770 山本　鹿代 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾖ 高3
1771 手島　亜弓 ﾃｼﾏ ｱﾕﾐ 高2

6 城南静岡 961 西村  眞未 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾐ 高1
ｼﾞｮｳﾅﾝｼｽﾞｵｶ 高校 955 石田安梨沙 ｲｼﾀﾞ ｱﾘｻ 高3

957 齊藤  千聖 ｻｲﾄｳ ﾁｻﾄ 高2
958 山本  祥代 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁﾖ 高1

7 東京立正 473 高柳　玲子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾚｲｺ 高2
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼ 高校 478 田辺テレサ ﾀﾅﾍﾞ ﾃﾚｻ 高2

474 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高2
476 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高3

8 和洋国府台 445 佐々木玲奈 ｻｻｷ ﾚｲﾅ 高2
ﾜﾖｳｺｳﾉﾀﾞｲ 高校 449 藤野　未来 ﾌｼﾞﾉ ﾐｸ 高1

448 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 高3
447 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 高1
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 山形商業 138 高橋　理紗 ﾀｶﾊｼ ﾘｻ 高3

ﾔﾏｼｮｳ 高校 141 夛田　玲子 ﾀﾀﾞ ﾚｲｺ 高3
140 庄司ひかり ｼｮｳｼﾞ ﾋｶﾘ 高3
139 山中佑希子 ﾔﾏﾅｶ ﾕｷｺ 高2

2 磐田農業 977 柳生奈津子 ﾔｷﾞｭｳ ﾅﾂｺ 高2
ｲﾜﾉｳ 高校 974 浅井  愛美 ｱｻｲ ﾏﾅﾐ 高3

976 藤田  愛美 ﾌｼﾞﾀ ｱｲﾐ 高3
973 厚海  実咲 ｱﾂｳﾐ ﾐｻｷ 高3

3 京都外大西 1230 増山  綾花 ﾏｽﾔﾏ ｱﾔｶ 高3
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 1239 平岡  千裕 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 高1

1237 眞継奈緒子 ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ 高1
1236 村上    舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高2

4 埼玉栄 358 大垣　苑子 ｵｵｶﾞｷ ｿﾉｺ 高1
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 360 長谷川菜月 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 高2

349 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高2
361 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高2

5 九州女子 1829 清水　桜子 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗｺ 高2
ｷｭｳｼｭｳｼﾞｮｼ 高校 1830 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高2

1833 廣瀬　由佳 ﾋﾛｾ ﾕｶ 高1
1827 原　　靖枝 ﾊﾗ ﾔｽｴ 高3

6 西城陽 1247 鈴木  真子 ｽｽﾞｷ ﾏｺ 高3
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1246 今井    愛 ｲﾏｲ ｱｲ 高3

1251 堀内  美希 ﾎﾘｳﾁ ﾐｷ 高1
1248 近藤  紗智 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 高3

7 市立尼崎 1356 勝見  英里 ｶﾂﾐ ｴﾘ 高1
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 1359 竹内    綾 ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 高1

1355 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高3
1358 小西  希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高2

8 飛龍 937 瀬戸    忍 ｾﾄ ｼﾉﾌﾞ 高1
ﾋﾘｭｳ 高校 934 川口  麻美 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｻﾐ 高3

935 竹島  聖華 ﾀｹｼﾏ ｾｲｶ 高2
938 松本  弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高1
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第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
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スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 神奈川総合 688 飯沼　沙織 ｲｲﾇﾏ ｻｵﾘ 高1

ｶﾅｶﾞﾜｿｳｺﾞｳ 高校 685 三原麻奈美 ﾐﾊﾗ ﾏﾅﾐ 高1
687 殿岡　智己 ﾄﾉｵｶ ﾄﾓﾐ 高3
684 三原絵里奈 ﾐﾊﾗ ｴﾘﾅ 高3

2 日大藤沢 641 村上　有実 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾐ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 644 仲倉理亜子 ﾅｶｸﾗ ﾘｱｺ 高2

642 大熊　杏奈 ｵｵｸﾏ ｱﾝﾅ 高1
646 柏木　優子 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｺ 高3

3 愛知淑徳 986 竹迫  麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高2
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 985 早瀬実可子 ﾊﾔｾ ﾐｶｺ 高2

983 高羽  博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高2
981 沖田  美波 ｵｷﾀ ﾐﾅﾐ 高3

4 春日部共栄 319 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 高1
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 320 清信　麻衣 ｷﾖﾉﾌﾞ ﾏｲ 高2

329 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高3
308 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ 高1

5 東海大浦安 434 小田中　彩 ｵﾀﾞﾅｶ ｱﾔ 高1
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 438 伊藤　　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 高1

429 田中　梨緒 ﾀﾅｶ ﾘｵ 高3
432 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高2

6 太成学院大高 1311 吉川  元子 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄｺ 高3
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｺｳ 高校 1303 坪野  若菜 ﾂﾎﾞﾉ ﾜｶﾅ 高3

1307 矢野友理江 ﾔﾉ ﾕﾘｴ 高2
1299 上田  梨奈 ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ 高1

7 須磨学園 1389 永井友梨絵 ﾅｶﾞｲ ﾕﾘｴ 高1
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1382 井関  那緒 ｲｾｷ ﾅｵ 高1

1384 鞍田  香奈 ｸﾗﾀ ｶﾅ 高1
1381 赤尾  紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高1

8 金沢 765 南藤由季衣 ﾅﾝﾄｳ ﾕｷｴ 高2
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 759 寺坂　　泉 ﾃﾗｻｶ ｲｽﾞﾐ 高1

762 西　　結花 ﾆｼ ﾕｶ 高1
756 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高2
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平成１７年度全国高等学校総合体育大会              
第７３回日本高等学校選手権水泳競技大会            
千葉県国際総合水泳場                              

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   9組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:13.82

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 大阪成蹊女子 1428 西村    樹 ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ 高1

ｵｵｻｶｾｲｹｲｼﾞｮｼ 高校 1263 松村  浩子 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｺ 高2
1259 梅園  由貴 ｳﾒｿﾞﾉ ﾕｷ 高3
1261 柴谷  利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高2

2 東京成徳大高 481 吉野　友美 ﾖｼﾉ ﾕﾐ 高2
ｾｲﾄｸﾀﾞｲ 高校 487 木下　美穂 ｷﾉｼﾀ ﾐﾎ 高3

484 川上亜也加 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 高3
482 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 高3

3 山梨学院 700 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 高1
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 694 荻野　　茜 ｵｷﾞﾉ ｱｶﾈ 高2

702 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3
697 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高2

4 近畿大附 1334 竹村    幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 高1
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 高校 1335 橋本  千佳 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 高1

1329 奥村  綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高2
1336 山口  美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1

5 東邦 1000 有田  真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高2
ﾄｳﾎｳ 高校 999 福岡もえみ ﾌｸｵｶ ﾓｴﾐ 高2

1004 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高1
997 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高2

6 八王子 510 中野　里美 ﾅｶﾉ ｻﾄﾐ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 509 川田　夏海 ｶﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ 高2

514 澤田　絵美 ｻﾜﾀﾞ ｴﾐ 高2
498 原　さやか ﾊﾗ ｻﾔｶ 高3

7 愛み大瑞穂 989 二村  麻美 ﾆﾑﾗ ﾏﾐ 高3
ｱｲﾐﾀﾞｲﾐｽﾞﾎ 高校 995 水谷  優花 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｶ 高1

993 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高1
988 尾関  奈弥 ｵｾﾞｷ ﾅﾐ 高3

8 天理 1402 馬場  瑞希 ﾊﾞﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 高3
ﾃﾝﾘ 高校 1407 阿部    薫 ｱﾍﾞ ｶｵﾙ 高2

1403 島田  知佳 ｼﾏﾀﾞ ﾁｶ 高3
1406 山中    望 ﾔﾏﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 高3
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