
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. 47 女子    400m   メドレーリレー   予選   2組 日本記録  4:04.16
成年                大会記録  4:10.87

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 岡    山 3334 永瀬　陽香 ﾅｶﾞｾ ﾊﾙｶ 大3
ｵｶﾔﾏ 3330 赤木裕加子 ｱｶｷﾞ ﾕｶｺ 大3

3332 岡　美友紀 ｵｶ ﾐﾕｷ 大2
3331 山田　　香 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ

3 愛    知 2251 新田　悦子 ﾆｯﾀ ｴﾂｺ 大4
ｱｲﾁ 2240 坂口　結子 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｺ

2246 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 大1
2248 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 大2

4 兵    庫 2838 池田　千容 ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ
ﾋｮｳｺﾞ 2848 角田　顕子 ｽﾐﾀﾞ ｱｷｺ 大4

2844 三田　真希 ﾐﾀ ﾏｷ 大4
2849 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 大1

5 大    阪 2748 寺川　　綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 大3
ｵｵｻｶ 大学 2745 川辺芙美子 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ 大3

2750 堀家　未央 ﾎﾘｹ ﾐｵ 大4
2741 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 大4

6 京    都 2604 下田　　彩 ｼﾓﾀﾞ ｱﾔ 大4
ｷｮｳﾄ 大学 2644 徳田　敦子 ﾄｸﾀﾞ ｱﾂｺ 大3

2613 黒木　綾乃 ｸﾛｷ ｱﾔﾉ 大1
2626 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｺ 大4

7 埼    玉 1135 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 大4
ｻｲﾀﾏ 大学 1136 中川裕理枝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘｴ 大1

1139 根岸　茉美 ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ 大2
1132 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 大4

8 静    岡 2144 松山　孝美 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾐ 大2
ｼｽﾞｵｶ 大学 2136 石垣　未来 ｲｼｶﾞｷ ﾐｸ 大2

2138 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 大3
2142 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 大1

9 宮    城 棄権
ﾐﾔｷﾞ
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2組
1 東    京 1332 中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ

ﾄｳｷｮｳ 1351 對馬　香枝 ﾂｼﾏ ｶｴ 大2
1347 吉谷　玲奈 ﾖｼﾀﾆ ﾚｲﾅ 大2
1341 新槙香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 大3

2 愛    媛 3827 曽我部里奈 ｿｶﾞﾍﾞ ﾘﾅ 大3
ｴﾋﾒ 大学 3829 秦　　規子 ﾊﾀ ﾉﾘｺ 大1

3832 慶尾　典子 ｹｲｵ ﾉﾘｺ 大4
3831 越智麻菜美 ｵﾁ ﾏﾅﾐ 大3

3 北 海 道 123 及川真沙紀 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ 大4
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 119 種田　　恵 ﾀﾈﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 大1

122 遠藤　梨歌 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 大3
124 佐藤　真衣 ｻﾄｳ ﾏｲ 大1

4 千    葉 1204 村川亜里沙 ﾑﾗｶﾜ ｱﾘｻ 大3
ﾁﾊﾞ 大学 1205 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 大1

1237 重田智絵美 ｼｹﾞﾀ ﾁｴﾐ 大2
1203 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ 大4

5 神 奈 川 1451 岡崎　　渚 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 大2
ｶﾅｶﾞﾜ 1438 佐藤かほり ｻﾄｳ ｶﾎﾘ

1450 鎌田　千紘 ｶﾏﾀ ﾁﾋﾛ 大4
1445 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 大1

6 新    潟 1734 中村　真衣 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲ
ﾆｲｶﾞﾀ 1737 近藤ゆかり ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 大4

1738 押味　正恵 ｵｼﾐ ﾏｻｴ 大2
1736 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ

7 群    馬 1033 五十嵐貴美 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾐ 大3
ｸﾞﾝﾏ 大学 1014 貴田　真美 ｷﾀﾞ ﾏﾐ 大4

1022 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 大1
1030 鈴木　茉莉 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 大1

8 石    川 1924 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 大1
ｲｼｶﾜ 大学 1928 米永　智香 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾁｶ 大1

1922 川　　依里 ｶﾜ ｴﾘ 大4
1927 山下　祐芽 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾒ 大3

9 三    重 2308 水本　明子 ﾐｽﾞﾓﾄ ｱｷｺ
ﾐｴ 2321 小林　寛子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ 大4

2322 増井　美香 ﾏｽｲ ﾐｶ 大3
2320 永津多絵子 ﾅｶﾞﾂ ﾀｴｺ 大4
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