
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. 52 女子    400m   リレー   予選   3組 日本記録  3:42.23
少年Ａ              大会記録  3:48.97

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 茨    城 802 若佐　由佳 ﾜｶｻ ﾕｶ 高3
ｲﾊﾞﾗｷ 高校 803 鬼島いずみ ｷｼﾏ ｲｽﾞﾐ 高2

806 吉田みゆき ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕｷ 高2
801 小糸　　和 ｺｲﾄ ﾉﾄﾞｶ 高2

3 和 歌 山 3006 若宮あゆみ ﾜｶﾐﾔ ｱﾕﾐ 高3
ﾜｶﾔﾏ 高校 3010 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 高3

3003 田中　里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 高3
3013 椿　　梨沙 ﾂﾊﾞｷ ﾘｻ 高2

4 石    川 1908 向畦地英美 ﾑｶｲｱｾﾞﾁ ｴﾐ 高3
ｲｼｶﾜ 高校 1902 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高2

1907 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 高2
1910 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高2

5 大    阪 2703 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高2
ｵｵｻｶ 高校 2725 坂上　友理 ｻｶｳｴ ﾕﾘ 高2

2712 山階　早姫 ﾔﾏｼﾅ ｻｷ 高2
2720 矢野友理江 ﾔﾉ ﾕﾘｴ 高2

6 千    葉 1213 賢木友理絵 ｻｶｷ ﾕﾘｴ 高3
ﾁﾊﾞ 高校 1223 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 高3

1233 土田湖都子 ﾂﾁﾀﾞ ｺﾄｺ 高2
1228 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高2

7 静    岡 2102 水上　麗実 ﾐｽﾞｶﾞﾐ ﾚﾐ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 2101 三田　春子 ﾐﾀ ﾊﾙｺ 高3

2116 石田安梨沙 ｲｼﾀﾞ ｱﾘｻ 高3
2114 李　　美沙 ﾘｰ ﾐｻ 高2

8 福    岡 4010 西本　晴香 ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 4027 樋渡　千夏 ﾋﾜﾀｼ ﾁｶ 高1

4012 中谷　みく ﾅｶﾀﾆ ﾐｸ 高1
4018 有江　　惟 ｱﾘｴ ﾕｲ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 愛    媛 3811 毛利　早希 ﾓｳﾘ ｻｷ 高3
ｴﾋﾒ 高校 3806 石井　　愛 ｲｼｲ ｱｲ 高3

3802 稲井　彩乃 ｲﾅｲ ｱﾔﾉ 高2
3809 北川　千尋 ｷﾀｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 高3

3 宮    城 408 小野亜里沙 ｵﾉ ｱﾘｻ 高3
ﾐﾔｷﾞ 高校 406 和田　麻美 ﾜﾀﾞ ﾏﾐ 高3

414 高橋　知美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 高3
410 郡山　奈々 ｺｵﾘﾔﾏ ﾅﾅ 高3

4 富    山 1806 霜上　美智 ｼﾓｶﾞﾐ ﾐｻﾄ 高3
ﾄﾔﾏ 高校 1813 和田　　恵 ﾜﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高3

1805 川西英里香 ｶﾜﾆｼ ｴﾘｶ 高2
1810 八塚　晶代 ﾔﾂﾂﾞｶ ﾏｻﾖ 高3

5 埼    玉 1114 内田　麻美 ｳﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 高1
ｻｲﾀﾏ 高校 1120 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高2

1115 北川　麻美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高3
1117 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高2

6 京    都 2608 近藤　紗智 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 2603 岡本佐知子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ 高2

2639 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高2
2631 村上　　舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高2

7 岡    山 3335 齋藤真里枝 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｴ 高2
ｵｶﾔﾏ 高校 3338 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 高3

3339 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 高3
3336 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 高3

8 新    潟 1721 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1709 佐藤　　舞 ｻﾄｳ ﾏｲ 高3

1711 瀬下　　遥 ｾｼﾞﾓ ﾊﾙｶ 高3
1722 藤井　麻代 ﾌｼﾞｲ ﾏﾖ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 岩    手 312 田鎖ななえ ﾀｸｻﾘ ﾅﾅｴ 高2
ｲﾜﾃ 高校 302 田辺　　彩 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 高2

306 千葉　愛美 ﾁﾊﾞ ｱｲﾐ 高3
310 佐々木　圭 ｻｻｷ ｹｲ 高3

3 愛    知 2217 岩﨑佐代子 ｲﾜｻｷ ｻﾖｺ 高3
ｱｲﾁ 高校 2211 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高2

2207 西　未花子 ﾆｼ ﾐｶｺ 高2
2238 澤本　絵里 ｻﾜﾓﾄ ｴﾘ 高3

4 群    馬 1031 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高2
ｸﾞﾝﾏ 高校 1035 狩野はづき ｶﾉｳ ﾊﾂﾞｷ 高2

1012 新井ゆかり ｱﾗｲ ﾕｶﾘ 高3
1027 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高3

5 東    京 1303 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 1312 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 高2

1304 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 高3
1325 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 高3

6 神 奈 川 1419 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1420 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 高3

1417 柏木　優子 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｺ 高3
1424 上村　幸菜 ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾅ 高2

7 兵    庫 2812 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2824 幸内　綾香 ｺｳｳﾁ ｱﾔｶ 高3

2825 上月　智尋 ｺｳﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ 高3
2810 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高3

8 山    形 611 今野　映華 ｺﾝﾉ ｴｲｶ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀ 高校 605 夛田　玲子 ﾀﾀﾞ ﾚｲｺ 高3

601 鈴木　一笑 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｴ 高3
610 今井　幸美 ｲﾏｲ ﾕﾐ 高2

9

Page: 3/3 Printing: 2005/09/12 9:25:47


