
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. 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  4:11.50

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 鳥    取 3111 野嶋　央絵 ﾉｼﾞﾏ ﾋｻｴ 高3
ﾄｯﾄﾘ 高校 3110 門脇沙緒莉 ｶﾄﾞﾜｷ ｻｵﾘ 高3

3104 国岡　千春 ｸﾆｵｶ ﾁﾊﾙ 高3
3107 林　　美菜 ﾊﾔｼ ﾐﾅ 高3

3 兵    庫 2814 鵜川　敬子 ｳｶﾜ ｹｲｺ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2819 打越　雅美 ｳﾁｺｼ ﾏｻﾐ 高3

2824 幸内　綾香 ｺｳｳﾁ ｱﾔｶ 高3
2810 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高3

4 岡    山 3338 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 高3
ｵｶﾔﾏ 高校 3337 吉岡亜樹子 ﾖｼｵｶ ｱｷｺ 高3

3341 手島　　翠 ﾃｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 高2
3335 齋藤真里枝 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｴ 高2

5 宮    城 414 高橋　知美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 高3
ﾐﾔｷﾞ 高校 406 和田　麻美 ﾜﾀﾞ ﾏﾐ 高3

408 小野亜里沙 ｵﾉ ｱﾘｻ 高3
410 郡山　奈々 ｺｵﾘﾔﾏ ﾅﾅ 高3

6 京    都 2650 鈴木　真子 ｽｽﾞｷ ﾏｺ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 2614 今井　　愛 ｲﾏｲ ｱｲ 高3

2639 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高2
2608 近藤　紗智 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 高3

7 福    岡 4024 松岡　愛姫 ﾏﾂｵｶ ｱｷ 高3
ﾌｸｵｶ 高校 4017 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高2

4022 吉武亜由美 ﾖｼﾀｹ ｱﾕﾐ 高3
4016 樋口明日香 ﾋｸﾞﾁ ｱｽｶ 高2

8 奈    良 2922 馬場　瑞希 ﾊﾞﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 高3
ﾅﾗ 高校 2913 阿部　　薫 ｱﾍﾞ ｶｵﾙ 高2

2921 島田　知佳 ｼﾏﾀﾞ ﾁｶ 高3
2911 押井　奈緒 ｵｼｲ ﾅｵ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 北 海 道 106 永井　　翠 ﾅｶﾞｲ ﾐﾄﾞﾘ 高3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 高校 107 黒田　亜美 ｸﾛﾀﾞ ｱﾐ 高2

109 中島　彩乃 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 高1
111 山田　美沙 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻ 高1

3 大    分 4415 渡辺　　歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 高1
ｵｵｲﾀ 高校 4414 堀田　愛美 ﾎｯﾀ ﾏﾅﾐ 高2

4403 宮田ゆかり ﾐﾔﾀ ﾕｶﾘ 高1
4413 平野　未央 ﾋﾗﾉ ﾐｵ 高2

4 山    梨 1501 田中　沙姫 ﾀﾅｶ ｻｷ 高3
ﾔﾏﾅｼ 高校 1511 荻野　　茜 ｵｷﾞﾉ ｱｶﾈ 高2

1519 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3
1514 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高2

5 東    京 1308 広瀬　歩美 ﾋﾛｾ ｱﾕﾐ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 1313 中村沙耶香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 高3

1324 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高2
1303 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高3

6 神 奈 川 1405 高木　　緑 ﾀｶｷﾞ ﾐﾄﾞﾘ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1418 酒川　真理 ｻｶｶﾞﾜ ﾏﾘ 高3

1417 柏木　優子 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｺ 高3
1419 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高2

7 新    潟 1722 藤井　麻代 ﾌｼﾞｲ ﾏﾖ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1723 飯田　桃子 ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｺ 高3

1725 田代和歌子 ﾀｼﾛ ﾜｶｺ 高2
1721 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 高3

8 三    重 2305 佐野真奈美 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 高3
ﾐｴ 高校 2306 松村　彩加 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｶ 高3

2323 大柚利まりこ ｵｵﾕﾘ ﾏﾘｺ 高3
2301 家崎なつ子 ｲｴｻｷ ﾅﾂｺ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 長    崎 4202 濱田　由実 ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾐ 高3
ﾅｶﾞｻｷ 高校 4205 緒方　彩夏 ｵｶﾞﾀ ｱﾔｶ 高2

4206 川野未名水 ｶﾜﾉ ﾐﾅﾐ 高1
4204 布志木香名 ﾌｼｷ ｶﾅ 高2

3 千    葉 1227 小田中　彩 ｵﾀﾞﾅｶ ｱﾔ 高1
ﾁﾊﾞ 高校 1225 伊藤　　瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 高1

1230 田中　梨緒 ﾀﾅｶ ﾘｵ 高3
1213 賢木友理絵 ｻｶｷ ﾕﾘｴ 高3

4 愛    知 2211 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高2
ｱｲﾁ 高校 2203 早瀬実可子 ﾊﾔｾ ﾐｶｺ 高2

2202 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高2
2217 岩﨑佐代子 ｲﾜｻｷ ｻﾖｺ 高3

5 埼    玉 1120 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 1111 清信　麻衣 ｷﾖﾉﾌﾞ ﾏｲ 高2

1117 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高2
1114 内田　麻美 ｳﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 高1

6 大    阪 2722 亀崎あゆみ ｶﾒｻﾞｷｱﾕﾐ 高3
ｵｵｻｶ 高校 2723 菊池　　葵 ｷｸﾁ ｱｵｲ 高2

2720 矢野友理江 ﾔﾉ ﾕﾘｴ 高2
2721 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高2

7 静    岡 2101 三田　春子 ﾐﾀ ﾊﾙｺ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 2123 浅井　愛美 ｱｻｲ ﾏﾅﾐ 高3

2124 藤田　愛美 ﾌｼﾞﾀ ｱｲﾐ 高3
2114 李　　美沙 ﾘｰ ﾐｻ 高2

8 山    形 603 高橋　理紗 ﾀｶﾊｼ ﾘｻ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 605 夛田　玲子 ﾀﾀﾞ ﾚｲｺ 高3

604 庄司ひかり ｼｮｳｼﾞ ﾋｶﾘ 高3
611 今野　映華 ｺﾝﾉ ｴｲｶ 高3
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