
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. 60 女子    200m   リレー   予選   3組 日本記録  1:44.36
混合                大会記録  1:45.95

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 京    都 2626 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｺ 大4
ｷｮｳﾄ 2608 近藤　紗智 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾁ 高3

2639 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高2
2640 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 中3

3 長    野 1604 小澤　理沙 ｵｻﾞﾜ ﾘｻ 高2
ﾅｶﾞﾉ 1614 中澤　　綾 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔ 中3

1605 竹内沙也佳 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 高2
1609 宮島　弘実 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ

4 千    葉 1202 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 大1
ﾁﾊﾞ 1213 賢木友理絵 ｻｶｷ ﾕﾘｴ 高3

1222 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 高1
1228 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高2

5 大    阪 2726 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1
ｵｵｻｶ 2721 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高2

2703 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高2
2741 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 大4

6 神 奈 川 1445 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 大1
ｶﾅｶﾞﾜ 1419 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高2

1424 上村　幸菜 ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾅ 高2
1429 大島　　愛 ｵｵｼﾏ ｱｲ 中3

7 岡    山 3331 山田　　香 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ
ｵｶﾔﾏ 3348 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 高1

3339 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 高3
3335 齋藤真里枝 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｴ 高2

8 青    森 207 高橋　芳佳 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶ 高3
ｱｵﾓﾘ 204 須藤　梨音 ｽﾄﾞｳ ﾘｵﾝ 高2

202 中西　彩星 ﾅｶﾆｼ ｱﾔｾ 高1
215 奈良岡未来 ﾅﾗｵｶ ﾐｷ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 秋    田 518 佐々木祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 大1
ｱｷﾀ 503 小柳由美子 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 高2

510 久保木　怜 ｸﾎﾞｷ ﾚｲ 中3
516 鈴木　弥代 ｽｽﾞｷ ﾐﾖ 高3

3 和 歌 山 3003 田中　里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 高3
ﾜｶﾔﾏ 3025 辻　絵里奈 ﾂｼﾞ ｴﾘﾅ

3010 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 高3
3001 宮城　紗姫 ﾐﾔｷﾞ ｻｷ 中3

4 静    岡 2145 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ 大4
ｼｽﾞｵｶ 2121 厚海　実咲 ｱﾂｳﾐ ﾐｻｷ 高3

2116 石田安梨沙 ｲｼﾀﾞ ｱﾘｻ 高3
2109 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高1

5 東    京 1303 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高3
ﾄｳｷｮｳ 1325 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 高3

1302 亀田　　萌 ｶﾒﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 高1
1350 内藤　　薫 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 大1

6 群    馬 1027 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 高3
ｸﾞﾝﾏ 1005 中嶋美保子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎｺ 大3

1031 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高2
1024 坂上　　梢 ｻｶｳｴ ｺｽﾞｴ 高1

7 兵    庫 2812 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高2
ﾋｮｳｺﾞ 2810 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高3

2822 井関　那緒 ｲｾｷ ﾅｵ 高1
2844 三田　真希 ﾐﾀ ﾏｷ 大4

8 茨    城 812 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 大2
ｲﾊﾞﾗｷ 821 谷家　悠海 ﾀﾆﾔ ﾕｳﾐ 中3

803 鬼島いずみ ｷｼﾏ ｲｽﾞﾐ 高2
802 若佐　由佳 ﾜｶｻ ﾕｶ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 岩    手 317 平賀ちさと ﾋﾗｶ ﾁｻﾄ 高1
ｲﾜﾃ 315 藤野　香結 ﾌｼﾞﾉ ｶﾕ 高2

306 千葉　愛美 ﾁﾊﾞ ｱｲﾐ 高3
323 冷清水理恵 ﾋﾔｼﾐｽﾞ ﾘｴ 大1

3 石    川 1927 山下　祐芽 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾒ 大3
ｲｼｶﾜ 1908 向畦地英美 ﾑｶｲｱｾﾞﾁ ｴﾐ 高3

1902 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高2
1913 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 中3

4 福    島 701 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高2
ﾌｸｼﾏ 709 新井田知佳 ﾆｲﾀﾞ ﾁｶ 高1

703 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 高3
719 佐々木加奈恵 ｻｻｷ ｶﾅｴ 大3

5 埼    玉 1132 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 大4
ｻｲﾀﾏ 1120 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高2

1131 山岸　奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ 中3
1124 上野山祐季 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳｷ 高3

6 新    潟 1721 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 高3
ﾆｲｶﾞﾀ 1736 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ

1710 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 高1
1724 服部　千尋 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾋﾛ 高3

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

2210 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高1
2250 落合　幾子 ｵﾁｱｲ ｲｸｺ 大1

8 宮    城 441 杉本　雪華 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ 大2
ﾐﾔｷﾞ 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
426 小野恵里奈 ｵﾉ ｴﾘﾅ 中3

9 福    岡 4019 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ 高1
ﾌｸｵｶ 4038 植田富祐美 ｳｴﾀﾞ ﾌﾕﾐ 大1

4015 原　　靖枝 ﾊﾗ ﾔｽｴ 高3
4016 樋口明日香 ﾋｸﾞﾁ ｱｽｶ 高2

Page: 3/3 Printing: 2005/09/12 9:26:48


