
第６０回国民体育大会夏季大会水泳競技              
                                                  
岡山・児島地区公園水泳場                          

スタートリスト

競技No. 45 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  4:04.16
少年Ｂ              大会記録  4:14.75

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 鳥    取 3108 井上　麻衣 ｲﾉｳｴ ﾏｲ 高1
ﾄｯﾄﾘ 3113 景　　千明 ｶｹﾞ ﾁｱｷ 高1

3105 米井　詩織 ﾖﾈｲ ｼｵﾘ 高1
3116 河津なつみ ｶﾜﾂ ﾅﾂﾐ 中3

3 静    岡 2115 山本　祥代 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁﾖ 高1
ｼｽﾞｵｶ 2117 小野田真弓 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾕﾐ 高1

2131 大橋　保南 ｵｵﾊｼ ﾎﾅﾐ 中3
2109 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高1

4 兵    庫 2811 勝見　英里 ｶﾂﾐ ｴﾘ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 2804 前田　由衣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 中3

2821 鞍田　香奈 ｸﾗﾀ ｶﾅ 高1
2827 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高1

5 群    馬 1021 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ 高1
ｸﾞﾝﾏ 1037 福岡　　茜 ﾌｸｵｶ ｱｶﾈ 中3

1017 西川　　希 ﾆｼｶﾜ  ﾉｿﾞﾐ 中3
1024 坂上　　梢 ｻｶｳｴ ｺｽﾞｴ 高1

6 千    葉 1232 出川友理江 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕﾘｴ 高1
ﾁﾊﾞ 1234 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 中3

1211 吉田　理紗 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 高1
1226 国原　典子 ｸﾆﾊﾗ ﾉﾘｺ 高1

7 愛    知 2209 鈴川　麻美 ｽｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ 中3
ｱｲﾁ 2206 水谷　優花 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｶ 高1

2232 松下絵里奈 ﾏﾂｼﾀ ｴﾘﾅ 高1
2210 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高1

8 栃    木 908 中尾明日香 ﾅｶｵ ｱｽｶ 高1
ﾄﾁｷﾞ 高校 918 田山　光桃 ﾀﾔﾏ ﾐﾓﾓ 高1

922 瀧澤　　薫 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｵﾙ 高1
919 鈴木　翔子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 高1
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2組
1

2 岡    山 3343 東本　梨奈 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾘﾅ 中3
ｵｶﾔﾏ 3345 渡辺　純奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 中3

3346 奥田　美沙 ｵｸﾀﾞ ﾐｻ 中3
3348 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 高1

3 岩    手 311 佐々木友恵 ｻｻｷ ﾄﾓｴ 高1
ｲﾜﾃ 318 千葉留美子 ﾁﾊﾞ ﾙﾐｺ 高1

320 那須　麻央 ﾅｽ ﾏｵ 中3
317 平賀ちさと ﾋﾗｶ ﾁｻﾄ 高1

4 神 奈 川 1426 飯沼　沙織 ｲｲﾇﾏ ｻｵﾘ 高1
ｶﾅｶﾞﾜ 1431 佐藤つぐみ ｻﾄｳ ﾂｸﾞﾐ 中3

1416 大熊　杏奈 ｵｵｸﾏ ｱﾝﾅ 高1
1429 大島　　愛 ｵｵｼﾏ ｱｲ 中3

5 大    阪 2728 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 高1
ｵｵｻｶ 高校 2724 橋本　千佳 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 高1

2714 松田奈穂子 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾎｺ 高1
2726 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1

6 東    京 1330 田中英里子 ﾀﾅｶ ｴﾘｺ 中3
ﾄｳｷｮｳ 1315 深瀬美沙子 ﾌｶｾ ﾐｻｺ 高1

1310 桑端　幸永 ｸﾜﾊﾞﾀ ｻｷｴ 高1
1311 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 高1

7 山    口 3502 隅　　彰子 ｽﾐ ｱｷｺ 高1
ﾔﾏｸﾞﾁ 3513 宇野紗知子 ｳﾉ ｻﾁｺ 中3

3503 狩俣　有希 ｶﾘﾏﾀ ﾕｷ 高1
3509 小林　幸加 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｶ 中3

8 香    川 3602 鎌田　真衣 ｶﾏﾀﾞ ﾏｲ 高1
ｶｶﾞﾜ 3621 山下祐美子 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾐｺ 中3

3613 小比賀ひとみ ｵﾋﾞｶ ﾋﾄﾐ 高1
3616 齋藤　理子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 中3
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3組
1

2 山    梨 1502 笹本なごみ ｻｻﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ 高1
ﾔﾏﾅｼ 1527 渡邊由里奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘﾅ 中3

1528 一之瀬美樹 ｲﾁﾉｾ ﾐｷ 中3
1523 高瀬　悠美 ﾀｶｾ ﾕﾐ 中3

3 新    潟 1714 奈良　梨央 ﾅﾗ ﾘｵ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 1731 猪俣明日香 ｲﾉﾏﾀ ｱｽｶ 中3

1732 渡部　友季 ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳｷ 中3
1704 千葉　優美 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐ 高1

4 京    都 2615 坂本　奈穂 ｻｶﾓﾄ ﾅﾎ 高1
ｷｮｳﾄ 2648 平岡　千裕 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 高1

2625 真繼奈緒子 ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ 高1
2640 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 中3

5 埼    玉 1119 大垣　苑子 ｵｵｶﾞｷ ｿﾉｺ 高1
ｻｲﾀﾏ 1143 安養寺　瞳 ｱﾝﾖｳｼﾞ ﾋﾄﾐ 中3

1129 土橋　知佳 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾁｶ 中3
1105 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ 高1

6 福    岡 4025 松岡　瑞姫 ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞｷ 高1
ﾌｸｵｶ 4050 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 中3

4049 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 中3
4019 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ 高1

7 茨    城 825 林田　麻由 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾕ 中3
ｲﾊﾞﾗｷ 中学 822 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 中3

820 塚田　　彩 ﾂｶﾀﾞ ｱﾔ 中3
821 谷家　悠海 ﾀﾆﾔ ﾕｳﾐ 中3

8 奈    良 2902 池田　実加 ｲｹﾀﾞ ﾐｶ 中3
ﾅﾗ 2919 中道　志帆 ﾅｶﾐﾁ ｼﾎ 高1

2908 細川　恵子 ﾎｿｶﾜ ｹｲｺ 高1
2915 奥田麻里奈 ｵｸﾀﾞ ﾏﾘﾅ 高1

9 高    知 3904 長山　江利 ﾅｶﾞﾔﾏ ｴﾘ 高1
ｺｳﾁ 高校 3914 明神　早紀 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｻｷ 高1

3908 夏伐　里奈 ﾅﾂｷﾞﾘ ﾘﾅ 高1
3906 岩上夕貴美 ｲﾜｶﾞﾐ ﾕｷﾐ 高1

Page: 3/3 Printing: 2005/09/12 9:24:14


