
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. 51 女子    400m   リレー   予選   9組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 土佐塾 1609 高橋　佐和 ﾀｶﾊｼ ｻﾜ 高2
ﾄｻｼﾞｭｸ 高校 1610 佐々木り凡 ｻｻｷ ﾘﾎ 高3

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

4 札幌静修 48 田村このみ ﾀﾑﾗ ｺﾉﾐ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｾｲｼｭｳ 高校 43 阿部　桃子 ｱﾍﾞ ﾓﾓｺ 高1

47 原田　文音 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾈ 高3
49 井口絵里加 ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 高3

5 札幌山の手 55 柿林　　遥 ｶｷﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 高1
ｻｯﾎﾟﾛﾔﾏﾉﾃ 高校 52 永井　　翠 ﾅｶﾞｲ ﾐﾄﾞﾘ 高3

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

6 八幡浜 1633 北川　千尋 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 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
1629 菊池　安奈 ｷｸﾁ ｱﾝﾅ 高3

7

8
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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. 51 女子    400m   リレー   予選   9組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 美作 1521 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 高1

ﾐﾏｻｶ 高校 1520 春名　鮎美 ﾊﾙﾅ ｱﾕﾐ 高1
1522 長岡希多実 ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾅﾐ 高3
1519 原田　愛弓 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 高1

2 関東学園大附 300 坂上　　梢 ｻｶｳｴ ｺｽﾞｴ 高1
ｶﾝｶﾞｸﾌ 高校 303 田沼　瞳子 ﾀﾇﾏ ﾄｳｺ 高1

302 町田　智美 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓﾐ 高2
301 中野　沙紀 ﾅｶﾉ ｻｷ 高1

3 札幌大谷 62 中島　彩乃 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 高1
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀﾆ 高校 57 入部　早紀 ｲﾘﾍﾞ ｻｷ 高2

63 松田　未央 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｵ 高1
61 澤口　汐美 ｻﾜｸﾞﾁ ｼｵﾐ 高1

4 利府 164 鎌田　美佳 ｶﾏﾀﾞ ﾐｶ 高3
ﾘﾌ 高校 166 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高2

165 高橋　琴文 ﾀｶﾊｼ ｺﾄﾐ 高2
167 東瀬由希菜 ﾄｳｾ ﾕｷﾅ 高2

5 桜宮 1425 蒔田紗世子 ﾏｷﾀ ｻﾖｺ 高2
ｻｸﾗﾉﾐﾔ 高校 1426 西川  麻伊 ﾆｼｶﾜ ﾏｲ 高2

1257 中谷  恵梨 ﾅｶﾀﾆ ｴﾘ 高3
1427 平部  有紀 ﾋﾗﾍﾞ ﾕｷ 高3

6 狭山ヶ丘 333 小野　友愛 ｵﾉ ﾄﾓｴ 高1
ｻﾔﾏｶﾞｵｶ 高校 334 小野　由貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 高2

332 市川　　愛 ｲﾁｶﾜ ｱｲ 高3
330 阿部真里奈 ｱﾍﾞ ﾏﾘﾅ 高1

7 玉野光南 1545 松本　亜弓 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾐ 高3
ﾀﾏﾉｺｳﾅﾝ 高校 1546 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 高3

1544 松岡　彩夏 ﾏﾂｵｶ ｱﾔｶ 高2
1547 矢部夕里永 ﾔﾍﾞ ﾕﾘｴ 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. 51 女子    400m   リレー   予選   9組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 静岡商業 950 李    美沙 ﾘｰ ﾐｻ 高2

ｾｲｼｮｳ 高校 951 川口  友里 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕﾘ 高1
949 河村  彩乃 ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾉ 高2
948 松本めぐみ ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 高3

2 大阪成蹊女子 1261 柴谷  利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高2
ｵｵｻｶｾｲｹｲｼﾞｮｼ 高校 1259 梅園  由貴 ｳﾒｿﾞﾉ ﾕｷ 高3

1262 杉野  友紀 ｽｷﾞﾉ ﾕｷ 高2
1260 斉藤  貴子 ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ 高3

3 宇都宮中央女 265 有坂　美来 ｱﾘｻｶ ﾐﾗｲ 高1
ｳﾂﾉﾐﾔﾁｭｳｵｳｼﾞｮｼ 高校 264 梅原　　優 ｳﾒﾊﾗ ﾕｳ 高2

260 小倉　茉緒 ｵｸﾞﾗ ﾏｵ 高2
259 桜岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 高3

4 秋田南 112 阿部　知佳 ｱﾍﾞ ﾁｶ 高1
ｱｷﾀﾐﾅﾐ 高校 108 高橋　水希 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 高3

110 打川めぐみ ｳﾁｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 高2
109 長谷川　茜 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高2

5 高岡西 778 八塚　晶代 ﾔﾂﾂﾞｶ ﾏｻﾖ 高3
ﾀｶｵｶﾆｼ 高校 777 川西英里香 ｶﾜﾆｼ ｴﾘｶ 高2

775 三屋　春香 ﾐﾂﾔ ﾊﾙｶ 高3
776 小西麻奈美 ｺﾆｼ ﾏﾅﾐ 高3

6 県立岐阜商業 1101 清部のりか ｾｲﾍﾞ ﾉﾘｶ 高3
ｹﾝﾘﾂｷﾞﾌｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1098 鈴木  晴結 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 高3

1099 山田  紗彩 ﾔﾏﾀﾞ ｻｱﾔ 高3
1102 岡田  あい ｵｶﾀﾞ ｱｲ 高2

7 金沢 756 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高2
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 757 垣内　綾乃 ｶｷｳﾁ ｱﾔﾉ 高1

760 小崎　陽子 ｺｻﾞｷ ﾖｳｺ 高3
762 西　　結花 ﾆｼ ﾕｶ 高1

8 愛み大瑞穂 993 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高1
ｱｲﾐﾀﾞｲﾐｽﾞﾎ 高校 988 尾関  奈弥 ｵｾﾞｷ ﾅﾐ 高3

991 小穴  夏美 ｺｱﾅ ﾅﾂﾐ 高2
990 植松  幸乃 ｳｴﾏﾂ ﾕｷﾉ 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. 51 女子    400m   リレー   予選   9組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 城南静岡 955 石田安梨沙 ｲｼﾀﾞ ｱﾘｻ 高3

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｽﾞｵｶ 高校 954 杉山    蘭 ｽｷﾞﾔﾏ ﾗﾝ 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

2 天理 1406 山中    望 ﾔﾏﾅｶ ﾉｿﾞﾐ 高3
ﾃﾝﾘ 高校 1408 木下  麻未 ｷﾉｼﾀ ｱｻﾐ 高2

1409 奥田麻里奈 ｵｸﾀﾞ ﾏﾘﾅ 高1
1404 大西    恵 ｵｵﾆｼ ﾒｸﾞﾐ 高3

3 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 918 大高  千夏 ｵｵﾀﾞｶ ﾁｶ 高1

914 深澤  和奈 ﾌｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾅ 高3
915 水上  麗実 ﾐｽﾞｶﾐ ﾚﾐ 高3

4 長崎商業 1736 布志木香名 ﾌｼｷ ｶﾅ 高2
ﾅｶﾞｻｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 1734 宮下  由香 ﾐﾔｼﾀ ﾕｶ 高3

1735 竹森  智美 ﾀｹﾓﾘ ﾄﾓﾐ 高3
1737 佐々木絵里 ｻｻｷ ｴﾘ 高2

5 佐賀商業 1769 佐伯　　唯 ｻｴｷ ﾕｲ 高1
ｻｶﾞｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 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
1774 前田　真菜 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ 高3

6 鶴見女子 621 佐藤　　彩 ｻﾄｳ ｱﾔ 高3
ﾂﾙﾐｼﾞｮｼ 高校 620 岡崎　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高2

623 小林　涼華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 高2
619 伊藤　　咲 ｲﾄｳ ｻｷ 高3

7 徳島市立 1659 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ 高2
ﾄｸｼﾏｼﾘﾂ 高校 1657 久木麻里衣 ｸｷ ﾏﾘｴ 高3

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

8 川崎橘 676 上村　幸菜 ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾅ 高2
ｶﾜｻｷﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 670 宇野　春香 ｳﾉ ﾊﾙｶ 高2

675 小野寺結香 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｶ 高1
671 金子未希子 ｶﾈｺ ﾐｷｺ 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. 51 女子    400m   リレー   予選   9組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 聖和学園 173 郡山　奈々 ｺｵﾘﾔﾏ ﾅﾅ 高3

ｾｲﾜｶﾞｸｴﾝ 高校 174 佐藤　里香 ｻﾄｳ ﾘｶ 高2
178 大友　晴佳 ｵｵﾄﾓ ﾊﾙｶ 高2
176 山縣　慧子 ﾔﾏｶﾞﾀ ｹｲｺ 高2

2 橘 199 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高2
ﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 202 瀬戸　沙織 ｾﾄ ｻｵﾘ 高2

200 高橋あゆみ ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 高1
201 高橋めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 高2

3 早稲田実業 525 住吉ひかる ｽﾐﾖｼ ﾋｶﾙ 高2
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 522 亀崎　祐未 ｶﾒｻﾞｷ ﾕﾐ 高1

531 田中　綾音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 高1
529 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 高1

4 山形商業 137 古頭　奈美 ﾌﾙﾄｳ ﾅﾐ 高1
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

5 豊川 1080 松下絵里奈 ﾏﾂｼﾀ ｴﾘﾅ 高1
ﾄﾖｶﾜ 高校 1078 澤本  絵里 ｻﾜﾓﾄ ｴﾘ 高3

1081 鈴木  友麻 ｽｽﾞｷ ﾕﾏ 高1
1077 近藤  美咲 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ 高3

6 市立船橋 399 賢木友理絵 ｻｶｷ ﾕﾘｴ 高3
ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 412 鈴木　　綾 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 高1

400 大野　　愛 ｵｵﾉ ｱｲ 高3
401 入田津久詩 ｲﾘﾀ ﾂｸｼ 高3

7 品川女子学院 569 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 高1
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮ 高校 570 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高2

572 樋熊　彩美 ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ 高2
571 村上麻里也 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘﾔ 高3

8 愛知淑徳 981 沖田  美波 ｵｷﾀ ﾐﾅﾐ 高3
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 986 竹迫  麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高2

980 鈴木  裕奈 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 高3
983 高羽  博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高2

Page: 5/9 Printing: 2005/08/20 8:20:27

加　盟

愛  知

千　葉

東  京

愛  知

宮  城

福  島

東  京

山　形



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. 51 女子    400m   リレー   予選   9組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 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
490 細田　美妃 ﾎｿﾀﾞ ﾐｷ 高1
492 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 高3

2 盛岡南 134 平賀ちさと ﾋﾗｶ ﾁｻﾄ 高1
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 132 藤野　香結 ﾌｼﾞﾉ ｶﾕ 高2

128 田鎖ななえ ﾀｸｻﾘ ﾅﾅｴ 高2
127 佐々木　圭 ｻｻｷ ｹｲ 高3

3 日大藤沢 646 柏木　優子 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｺ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 643 大塚茉奈美 ｵｵﾂｶ ﾏﾅﾐ 高3

640 新名　宏美 ﾆｲﾅ ﾋﾛﾐ 高1
642 大熊　杏奈 ｵｵｸﾏ ｱﾝﾅ 高1

4 八王子 498 原　さやか ﾊﾗ ｻﾔｶ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 511 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高1

512 田口志麻子 ﾀｸﾞﾁ ｼﾏｺ 高1
503 三輪　愛実 ﾐﾜ ﾏﾅﾐ 高1

5 長岡大手 792 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 高1
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 790 佐藤　　舞 ｻﾄｳ ﾏｲ 高3

793 瀬下　　遥 ｾｼﾞﾓ ﾊﾙｶ 高3
798 奈良　梨央 ﾅﾗ ﾘｵ 高1

6 鶴岡工業 146 今野　映華 ｺﾝﾉ ｴｲｶ 高3
ﾂﾙｺｳ 高校 145 菅原　　愛 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｲ 高3

149 阿部　結佳 ｱﾍﾞ ﾕｲｶ 高2
150 今井　幸美 ｲﾏｲ ﾕﾐ 高2

7 和洋国府台 448 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 高3
ﾜﾖｳｺｳﾉﾀﾞｲ 高校 447 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 高1

444 花見　沙織 ﾊﾅﾐ ｻｵﾘ 高3
446 佐藤菜々子 ｻﾄｳ ﾅﾅｺ 高2

8 市立沼田 1562 神谷　明子 ｶﾐﾀﾆ ｱｷｺ 高1
ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾀ 高校 1560 小林　梨紗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 高3

1564 保田　理恵 ﾔｽﾀﾞ ﾘｴ 高3
1561 松本　麻美 ﾏﾂﾓﾄ ｱｻﾐ 高3

Page: 6/9 Printing: 2005/08/20 8:20:33

広　島

加　盟

東  京

新  潟

山　形

千　葉

東  京

岩  手

神奈川



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. 51 女子    400m   リレー   予選   9組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 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 697 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高2
702 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3
699 清水　一葉 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾊ 高2

2 羽衣学園 1274 片山  美穂 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾎ 高2
ﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｸｴﾝ 高校 1281 南出  宏海 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾋﾛﾐ 高1

1277 佐野    典 ｻﾉ ﾂｶｻ 高2
1279 中坂  由佳 ﾅｶｻｶ ﾕｶ 高2

3 東邦 1000 有田  真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高2
ﾄｳﾎｳ 高校 997 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高2

1003 谷川  麻美 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高1
1004 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高1

4 近畿大附 1336 山口  美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌｿﾞｸ 高校 1329 奥村  綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高2

1332 坂上  友理 ｻｶｳｴ ﾕﾘ 高2
1337 山崎  ゆか ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｶ 高3

5 太成学院大高 1299 上田  梨奈 ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ 高1
ﾀｲｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｺｳ 高校 1307 矢野友理江 ﾔﾉ ﾕﾘｴ 高2

1311 吉川  元子 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄｺ 高3
1306 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 高1

6 飛龍 936 笹野  知恵 ｻｻﾉ ﾁｴ 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

7 西城陽 1248 近藤  紗智 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 高3
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 1250 近藤  理英 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｴ 高1

1247 鈴木  真子 ｽｽﾞｷ ﾏｺ 高3
1249 今村    愛 ｲﾏﾑﾗ ｱｲ 高3

8 日大高 606 田中　美鈴 ﾀﾅｶ ﾐｽｽﾞ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 590 岡本　　香 ｵｶﾓﾄ ｶｵﾘ 高3

605 椿　　涼佳 ﾂﾊﾞｷ ｽｽﾞｶ 高1
589 伊藤喜志子 ｲﾄｳ ｷｼｺ 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. 51 女子    400m   リレー   予選   9組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 市立尼崎 1355 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高3

ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 1358 小西  希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高2
1353 市場    愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高2
1354 尾崎  智恵 ｵｻｷ ﾁｴ 高1

2 京都外大西 1236 村上    舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高2
ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 1235 岡本佐知子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ 高2

1232 山内  美奈 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾅ 高3
1237 眞継奈緒子 ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ 高1

3 東海大浦安 430 坂本　紗羅 ｻｶﾓﾄ ｻﾗ 高2
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 436 国原　典子 ｸﾆﾊﾗ ﾉﾘｺ 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

4 埼玉栄 349 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 354 小舘　彩佳 ｺﾀﾞﾃ ｱﾔｶ 高2

351 荒木　翔子 ｱﾗｷ ｼｮｳｺ 高2
361 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高2

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

1417 前川    唯 ﾏｴｶﾜ ﾕｲ 高3
1418 笹谷  奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 高3

6 須磨学園 1381 赤尾  紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高1
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1382 井関  那緒 ｲｾｷ ﾅｵ 高1

1385 幸内  綾香 ｺｳｳﾁ ｱﾔｶ 高3
1386 上月  智尋 ｺｳﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ 高3

7 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 1763 増永　由華 ﾏｽﾅｶﾞ ﾕｶ 高3

1767 浜田　聖美 ﾊﾏﾀﾞ ｷﾖﾐ 高2
1765 古閑みどり ｺｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ 高3

8 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 282 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高3

280 新井ゆかり ｱﾗｲ ﾕｶﾘ 高3
284 野城　貴恵 ﾉｼﾛ ﾀｶｴ 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. 51 女子    400m   リレー   予選   9組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 九州女子 1826 樋口明日香 ﾋｸﾞﾁ ｱｽｶ 高2

ｷｭｳｼｭｳｼﾞｮｼ 高校 1827 原　　靖枝 ﾊﾗ ﾔｽｴ 高3
1832 八反田早紀 ﾊｯﾀﾝﾀﾞ ｻｷ 高1
1829 清水　桜子 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗｺ 高2

2 東京立正 476 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高3
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼ 高校 472 吉川　夏唯 ﾖｼｶﾜ ｶｲ 高2

474 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高2
475 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高2

3 東京成徳大高 482 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 高3
ｾｲﾄｸﾀﾞｲ 高校 487 木下　美穂 ｷﾉｼﾀ ﾐﾎ 高3

486 堀内　玲子 ﾎﾘｳﾁ ﾚｲｺ 高2
484 川上亜也加 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 高3

4 春日部共栄 308 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ 高1
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 319 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 高1

318 山田絵梨花 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘｶ 高1
327 内田　麻美 ｳﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 高1

5 武蔵野 515 会澤　美予 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾖ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 520 林　ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 高1

518 赤上　　唯 ｱｶｶﾞﾐ ﾕｲ 高3
704 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 高2

6 北陸大谷 768 向畦地英美 ﾑｶｲｱｾﾞﾁ ｴﾐ 高3
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 767 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 高2

770 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高2
773 和倉　唯花 ﾜｸﾗ ﾕｲｶ 高2

7 武南 373 秋山　知見 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾐ 高3
ﾌﾞﾅﾝ 高校 375 上野山祐季 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳｷ 高3

372 秋山　聡美 ｱｷﾔﾏ ｻﾄﾐ 高1
366 横塚　由真 ﾖｺﾂｶ ﾕﾏ 高3

8 桐蔭学園 653 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高2
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 651 首藤ゆかり ｽﾄｳ ﾕｶﾘ 高2

655 折川　恵理 ｵﾘｶﾜ ｴﾘ 高2
657 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高3
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