
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. 51 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:44.36
少年Ｂ              大会記録  1:46.45

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 岡    山 3347 竜門亜矢子 ﾘｭｳﾓﾝ ｱﾔｺ 中3
ｵｶﾔﾏ 3346 奥田　美沙 ｵｸﾀﾞ ﾐｻ 中3

3343 東本　梨奈 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾘﾅ 中3
3349 原田　愛弓 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 高1

3 香    川 3616 齋藤　理子 ｻｲﾄｳ ﾘｺ 中3
ｶｶﾞﾜ 中学 3617 嶋村　夏希 ｼﾏﾑﾗ ﾅﾂｷ 中3

3619 石村亜美依 ｲｼﾑﾗ ｱﾐｲ 中3
3622 山下　かえ ﾔﾏｼﾀ ｶｴ 中3

4 千    葉 1222 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 高1
ﾁﾊﾞ 1219 鈴木　　綾 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 高1

1235 根本　　瞳 ﾈﾓﾄ ﾋﾄﾐ 中3
1207 平山瑛梨奈 ﾋﾗﾔﾏ ｴﾘﾅ 高1

5 神 奈 川 1429 大島　　愛 ｵｵｼﾏ ｱｲ 中3
ｶﾅｶﾞﾜ 中学 1432 中熊しおり ﾅｶｸﾏ ｼｵﾘ 中3

1427 村上　　栞 ﾑﾗｶﾐ ｼｵﾘ 中3
1430 日吉　麻夏 ﾋﾖｼ ﾏﾅﾂ 中3

6 岐    阜 2404 小池　真由 ｺｲｹ ﾏﾕ 高1
ｷﾞﾌ 2416 西口　まや ﾆｼｸﾞﾁ ﾏﾔ 高1

2411 高木　咲希 ﾀｶｷﾞ ｻｷ 中3
2408 加藤　杏奈 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 中3

7 茨    城 825 林田　麻由 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾕ 中3
ｲﾊﾞﾗｷ 中学 821 谷家　悠海 ﾀﾆﾔ ﾕｳﾐ 中3

823 高橋絵理沙 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｻ 中3
822 加藤　瑞樹 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 中3

8 大    分 4412 藤島　靖佳 ﾌｼﾞｼﾏ ﾔｽｶ 高1
ｵｵｲﾀ 4411 足立　果穂 ｱﾀﾞﾁ ｶﾎ 高1

4416 詫磨　瑠美 ﾀｸﾏ ﾙﾐ 中3
4401 都甲　英美 ﾄｺﾞｳ ｴﾐ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 山    梨 1529 尾澤ひかる ｵｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 中3
ﾔﾏﾅｼ 中学 1524 須藤あゆ美 ｽﾄﾞｳ ｱﾕﾐ 中3

1530 渡辺　裕香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 中3
1523 高瀬　悠美 ﾀｶｾ ﾕﾐ 中3

3 山    口 3516 林　香奈子 ﾊﾔｼ ｶﾅｺ 中3
ﾔﾏｸﾞﾁ 3502 隅　　彰子 ｽﾐ ｱｷｺ 高1

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

4 大    阪 2726 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1
ｵｵｻｶ 2735 應田　花歩 ｵｵﾀ ｶﾎ 中3

2734 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 中3
2715 上田　梨奈 ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ 高1

5 群    馬 1024 坂上　　梢 ｻｶｳｴ ｺｽﾞｴ 高1
ｸﾞﾝﾏ 1018 赤井　美穂 ｱｶｲ ﾐﾎ 中3

1039 鈴木　彩華 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 中3
1021 福田　智代 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ 高1

6 静    岡 2115 山本　祥代 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁﾖ 高1
ｼｽﾞｵｶ 2127 出光　正恵 ｲﾃﾞﾐﾂ ﾏｻｴ 中3

2106 笹野　知恵 ｻｻﾉ ﾁｴ 高1
2109 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高1

7 山    形 626 佐藤　咲季 ｻﾄｳ ｻｷ 中3
ﾔﾏｶﾞﾀ 622 中野　まゆ ﾅｶﾉ ﾏﾕ 中3

602 古頭　奈美 ﾌﾙﾄｳ ﾅﾐ 高1
609 五瓶　利沙 ｺﾞﾍｲ ﾘｻ 高1

8 富    山 1803 橋田　祐里 ﾊｼﾀﾞ ﾕﾘ 高1
ﾄﾔﾏ 高校 1801 岡本　　萌 ｵｶﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 高1

1807 村上　愛実 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾅﾐ 高1
1802 久保早紀子 ｸﾎﾞ ｻｷｺ 高1

9 福    井 2010 酒井　智里 ｻｶｲ ﾁｻﾄ 中3
ﾌｸｲ 2001 坂上　夏紀 ｻｶｳｴ ﾅﾂｷ 高1

2003 大谷　冴香 ｵｵﾀﾆ ｻｴｶ 高1
2011 長谷川仁美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 石    川 1913 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 中3
ｲｼｶﾜ 1904 西　　結花 ﾆｼ ﾕｶ 高1

1912 北村　美季 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂｷ 中3
1917 筒井　美帆 ﾂﾂｲ ﾐﾎ 中3

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

2226 足立　陽子 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｺ 中3
2208 沖田　千波 ｵｷﾀ ﾁﾅﾐ 中3

4 京    都 2637 堤　　愛奈 ﾂﾂﾐ ｱｲﾅ 高1
ｷｮｳﾄ 2640 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 中3

2625 真繼奈緒子 ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ 高1
2609 近藤　理英 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｴ 高1

5 埼    玉 1105 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ 高1
ｻｲﾀﾏ 1110 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 高1

1131 山岸　奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ 中3
1109 山田絵梨花 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘｶ 高1

6 東    京 1302 亀田　　萌 ｶﾒﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 高1
ﾄｳｷｮｳ 1311 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 高1

1330 田中英里子 ﾀﾅｶ ｴﾘｺ 中3
1314 林　ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 高1

7 福    岡 4019 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ 高1
ﾌｸｵｶ 4049 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 中3

4011 谷口実雅子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｶｺ 高1
4051 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ 中3

8 兵    庫 2822 井関　那緒 ｲｾｷ ﾅｵ 高1
ﾋｮｳｺﾞ 2826 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 高1

2805 丸山里佳子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｶｺ 中3
2827 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高1

9 新    潟 1710 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 高1
ﾆｲｶﾞﾀ 1704 千葉　優美 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐ 高1

1733 和泉田有沙 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱﾘｻ 中3
1705 野口　幸香 ﾉｸﾞﾁ ｻﾁｶ 高1
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