
平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:11.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 札幌国際情報 62 小原　由香 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｺｸｻｲｼﾞｮｳﾎ 高校 67 柳谷　萌美 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾓｴﾐ 高1

63 堤　　愛美 ﾂﾂﾐ ﾖｼﾐ 高2
68 岩川紗知枝 ｲﾜｶﾜ ｻﾁｴ 高1

3 土佐塾 1020 佐々木しづ佳 ｻｻｷ ｼﾂﾞｶ 高1
ﾄｻｼﾞｭｸ 高校 1028 明神　早紀 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｻｷ 高2

1021 新野　夏海 ｼﾝﾉ ﾅﾂﾐ 高2
1019 高橋　佐和 ﾀｶﾊｼ ｻﾜ 高3

4 徳島市立 984 延　奈留美 ﾉﾌﾞ ﾅﾙﾐ 高1
ﾄｸｼﾏｼﾘﾂ 高校 981 兼間　陽子 ｶﾈﾏ ﾖｳｺ 高3

985 福良祐香子 ﾌｸﾗ ﾕｶｺ 高1
983 福永　喜子 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｷｺ 高2

5 聖和学園 120 山縣　慧子 ﾔﾏｶﾞﾀ ｹｲｺ 高3
ｾｲﾜｶﾞｸｴﾝ 高校 123 渡辺　真美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾐ 高2

124 若生　彩加 ﾜｺｳ ｱﾔｶ 高2
121 佐藤　里香 ｻﾄｳ ﾘｶ 高3

6 玉野光南 884 森　絵理香 ﾓﾘ ｴﾘｶ 高1
ﾀﾏﾉｺｳﾅﾝ 高校 886 杉本　　圭 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲ 高1

887 奥田　美沙 ｵｸﾀﾞ ﾐｻ 高1
885 上森　尚実 ｳﾜﾓﾘ ﾅｵﾐ 高1

7 新居浜西 966 中村　志子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 高3
ﾆｲﾊﾏﾆｼ 高校 962 高津　綾香 ﾀｶﾂ ｱﾔｶ 高3

965 曽我部志帆 ｿｶﾞﾍﾞ ｼﾎ 高3
963 星加　真帆 ﾎｼｶ ﾏﾎ 高1

8 札幌大谷 54 林　可那子 ﾊﾔｼ ｶﾅｺ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀﾆ 高校 59 佐藤　瑞樹 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 高1

57 中島　彩乃 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 高2
53 入部　早紀 ｲﾘﾍﾞ ｻｷ 高3

9 札幌静修 47 中上　真実 ﾅｶｶﾞﾐ ﾏﾐ 高2
ｻｯﾎﾟﾛｾｲｼｭｳ 高校 44 松本　小葉 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖ 高3

48 沼田　麻衣 ﾇﾏﾀ ﾏｲ 高1
46 大坂　正子 ｵｵｻｶ ﾏｻｺ 高2
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:11.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 共愛学園 1490 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高3
ｷｮｳｱｲｶﾞｸｴﾝ 高校 1491 正田千登勢 ｼｮｳﾀﾞ ﾁﾄｾ 高1

1492 北田　真菜 ｷﾀﾀﾞ ﾏﾅ 高1
1493 鈴木　彩華 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 高1

3 大垣商業 520 岩田  恵里 ｲﾜﾀ ｴﾘ 高2
ｵｵｶﾞｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 521 細江  鮎美 ﾎｿｴ ｱﾕﾐ 高2

523 堀江みゆき ﾎﾘｴ ﾐﾕｷ 高1
519 竹中  まい ﾀｹﾅｶ ﾏｲ 高3

4 津田学園 511 高木  彩衣 ﾀｶｷﾞ ｱｲ 高3
ﾂﾀﾞｶﾞｸｴﾝ 高校 514 副島  彩香 ｿｴｼﾞﾏ ｱﾔｶ 高1

513 伊藤かれん ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 高1
512 伊藤  宏夏 ｲﾄｳ ﾋﾛｶ 高1

5 武南 1607 秋山　聡美 ｱｷﾔﾏ ｻﾄﾐ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 1611 坪木佑香里 ﾂﾎﾞｷ ﾕｶﾘ 高2

1608 上石　　瞳 ｶﾐｲｼ ﾋﾄﾐ 高2
1602 江原　香子 ｴﾊﾗ ｶｺ 高2

6 鹿児島実業 1129 日高　真美 ﾋﾀﾞｶ ﾏﾐ 高1
ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1126 福留　尚子 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾅｵｺ 高2

1124 山村　光沙 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾘｻ 高3
1125 榎田　　渚 ｴﾉｷﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 高3

7 ルーテル学院 1146 島津　里沙 ｼﾏﾂﾞ ﾘｻ 高2
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 1144 濵田　聖美 ﾊﾏﾀﾞ ｷﾖﾐ 高3

1145 松尾　千里 ﾏﾂｵ ﾁｻﾄ 高2
1148 久保田真由 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾕ 高1

8 鶴見女子 1402 岡﨑　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高3
ﾂﾙﾐｼﾞｮｼ 高校 1399 伊藤　　華 ｲﾄｳ ﾊﾅ 高3

1400 井上　麻美 ｲﾉｳｴ ｱｻﾐ 高3
1403 小林　彩華 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 高3

9 狭山ヶ丘 1554 武田つかさ ﾀｹﾀﾞ ﾂｶｻ 高2
ｻﾔﾏｶﾞｵｶ 高校 1543 加藤　友美 ｶﾄｳ ﾄﾓﾐ 高2

1540 阿部真里奈 ｱﾍﾞ ﾏﾘﾅ 高2
1546 小野　由貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 高3

10

Page: 2/7 Printing: 2006/08/19 10:09:02

加　盟

鹿児島

熊  本

神奈川

埼  玉

群  馬

岐  阜

三  重

埼  玉



平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:11.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 京都文教 561 森　亜沙美 ﾓﾘ ｱｻﾐ 高2

ﾌﾞﾝｷｮｳ 高校 559 田畑　舞巳 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｲﾐ 高3
558 山崎真斗香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 高3
562 西田あゆみ ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 高1

2 豊川 498 近藤  理紗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 高2
ﾄﾖｶﾜ 高校 495 辻  亜由美 ﾂｼﾞ ｱﾕﾐ 高3

496 松下絵里奈 ﾏﾂｼﾀ ｴﾘﾅ 高2
497 鈴木  友麻 ｽｽﾞｷ ﾕﾏ 高2

3 成田 1625 大谷　　愛 ｵｵﾀﾆ ｱｲ 高2
ﾅﾘﾀ 高校 1626 中野　彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 高1

1618 吉井　莉恵 ﾖｼｲ ﾘｴ 高3
1617 井黒　恵理 ｲｸﾞﾛ ｴﾘ 高1

4 安来 863 長谷川真帆 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾎ 高3
ﾔｽｷﾞ 高校 866 青戸　陽香 ｱｵﾄ ﾊﾙｶ 高1

864 宮田絵梨子 ﾐﾔﾀ ｴﾘｺ 高2
865 熊谷　有純 ｸﾏｶﾞｲ ｱｽﾞﾐ 高1

5 日大高 1379 伊藤喜志子 ｲﾄｳ ｷｼｺ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1382 持井　　望 ﾓﾁｲ ﾉｿﾞﾐ 高1

1386 大隅奈津子 ｵｵｽﾐ ﾅﾂｺ 高1
1390 椿　　涼佳 ﾂﾊﾞｷ ｽｽﾞｶ 高2

6 荏田 1467 横田　昌美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 高1
ｴﾀﾞ 高校 1468 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 高1

1470 内田　紗姫 ｳﾁﾀﾞ ｻｷ 高1
1469 張間　　優 ﾊﾘﾏ ﾕｳ 高1

7 佐久長聖 306 宮坂　　翠 ﾐﾔｻｶ ﾐﾄﾞﾘ 高2
ｻｸﾁｮｳｾｲ 高校 307 近藤　知未 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 高3

310 竹内沙也佳 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 高3
308 小澤　理沙 ｵｻﾞﾜ ﾘｻ 高3

8 盛岡南 100 佐々木友恵 ｻｻｷ ﾄﾓｴ 高2
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 103 藤野　香結 ﾌｼﾞﾉ ｶﾕ 高3

104 平賀ちさと ﾋﾗｶ ﾁｻﾄ 高2
101 石関　千弘 ｲｼｾﾞｷ ﾁﾋﾛ 高2

9 大分鶴崎 1154 藤島　靖佳 ﾌｼﾞｼﾏ ﾔｽｶ 高2
ｵｵｲﾀﾂﾙｻｷ 高校 1152 平野　未央 ﾋﾗﾉ ﾐｵ 高3

1156 長屋　亜紀 ﾅｶﾞﾔ ｱｷ 高1
1153 羽田野真弓 ﾊﾀﾞﾉ ﾏﾕﾐ 高3

10 能代北 140 松岡　智子 ﾏﾂｵｶ ｻﾄｺ 高3
ﾉｼﾛｷﾀ 高校 142 菅原　　翠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 高2

139 伊藤　千華 ｲﾄｳ ﾁｶ 高3
141 齊藤　雪絵 ｻｲﾄｳ ﾕｷｴ 高3
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:11.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 新津 265 野口　幸香 ﾉｸﾞﾁ ｻﾁｶ 高2

ﾆｲﾂ 高校 262 高橋久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 高2
264 豊島　由梨 ﾄﾖｼﾏ ﾕﾘ 高1
263 千葉　優美 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐ 高2

2 都立駒場 1208 根本　美里 ﾈﾓﾄ ﾐｻﾄ 高3
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 1206 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 高1

1213 土方なつき ﾋｼﾞｶﾀ ﾅﾂｷ 高3
1211 村井亜紗子 ﾑﾗｲ ｱｻｺ 高3

3 大成女子 1331 小山　翔子 ｺﾔﾏ ｼｮｳｺ 高1
ﾀｲｾｲｼﾞｮｼ 高校 1332 小糸　　和 ｺｲﾄ ﾉﾄﾞｶ 高3

1330 延　かなえ ﾉﾌﾞ ｶﾅｴ 高1
1334 飯田　夏実 ｲｲﾀﾞ ﾅﾂﾐ 高1

4 日大藤沢 1419 村上　有実 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾐ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 1423 仲倉理亜子 ﾅｶｸﾗ ﾘｱｺ 高3

1426 籾浦　璃奈 ﾓﾐｳﾗ ﾘﾅ 高1
1422 池田　麻季 ｲｹﾀﾞ ｱｻｷ 高1

5 天理 741 森嶋　久実 ﾓﾘｼﾏ ｸﾐ 高1
ﾃﾝﾘ 高校 739 中道　志帆 ﾅｶﾐﾁ ｼﾎ 高2

742 下　　葉子 ｼﾓ ﾖｳｺ 高1
737 木下　麻未 ｷﾉｼﾀ ｱｻﾐ 高3

6 飛龍 363 瀬戸    忍 ｾﾄ ｼﾉﾌﾞ 高2
ﾋﾘｭｳ 高校 366 杉山  詩織 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾘ 高1

361 竹島  聖華 ﾀｹｼﾏ ｾｲｶ 高3
364 松本  弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高2

7 中京大中京 439 川本奈津絵 ｶﾜﾓﾄ ﾅﾂｴ 高3
ﾁｭｳｷｮｳ 高校 440 片岡永理奈 ｶﾀｵｶ ｴﾘﾅ 高3

441 森      歩 ﾓﾘ ｱﾕﾐ 高3
442 山下奈那子 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅｺ 高2

8 磐田農業 394 柳生奈津子 ﾔｷﾞｭｳ ﾅﾂｺ 高3
ｲﾜﾀﾉｳｷﾞｮｳ 高校 396 中内  美奈 ﾅｶｳﾁ ﾐﾅ 高2

392 村松  杏莉 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾝﾘ 高3
393 田代  彩華 ﾀｼﾛ ｱﾔｶ 高3

9 和洋国府台 1653 佐々木玲奈 ｻｻｷ ﾚｲﾅ 高3
ﾜﾖｳｺｳﾉﾀﾞｲ 高校 1655 藤野　未来 ﾌｼﾞﾉ ﾐｸ 高2

1652 会田　真弓 ｱｲﾀﾞ ﾏﾕﾐ 高1
1654 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 高2

10 静岡商業 372 井上  幸子 ｲﾉｳｴ ｻﾁｺ 高3
ｼｽﾞｵｶｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 375 平野  操緒 ﾋﾗﾉ ﾐｻｵ 高1

373 河村  彩乃 ｶﾜﾑﾗ ｱﾔﾉ 高3
374 李    美沙 ﾘｰ ﾐｻ 高3
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:11.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 桐蔭学園 1438 田中　梨沙 ﾀﾅｶ ﾘｻ 高3

ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴﾝ 高校 1440 八木　春佳 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 高2
1708 首藤ゆかり ｽﾄｳ ﾕｶﾘ 高3
1434 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高3

2 西城陽 592 羽生　　薫 ﾊﾆｭｳ ｶｵﾙ 高3
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 599 サガラ里奈 ｻｶﾞﾗ ﾘﾅ 高1

595 堀内　美希 ﾎﾘｳﾁ ﾐｷ 高2
598 槇村　征美 ﾏｷﾑﾗ ﾕｷﾐ 高1

3 長岡大手 274 奈良　梨央 ﾅﾗ ﾘｵ 高2
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 268 山田みな美 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 高1

272 田上　　咲 ﾀｶﾞﾐ ｻｷ 高2
269 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 高2

4 羽衣学園 620 應田　花歩 ｵｵﾀ ｶﾎ 高1
ﾊｺﾞﾛﾓ 高校 618 久保田有貴 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 高2

614 片山　美穂 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾎ 高3
617 中坂　由佳 ﾅｶｻｶ ﾕｶ 高3

5 春日部共栄 1520 佐藤　沙紀 ｻﾄｳ ｻｷ 高1
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 1528 清信　麻衣 ｷﾖﾉﾌﾞ ﾏｲ 高3

1527 星　奈津美 ﾎｼ ﾅﾂﾐ 高1
1523 山岸　奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ 高1

6 市立船橋 1639 川島　優花 ｶﾜｼﾏ ﾕｶ 高1
ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 1640 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 高1

1632 吉田　理紗 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 高2
1646 鈴木　　綾 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 高2

7 東海大浦安 1672 小田中　彩 ｵﾀﾞﾅｶ ｱﾔ 高2
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｳﾗﾔｽ 高校 1674 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 高1

1664 海野真理奈 ｳﾐﾉ ﾏﾘﾅ 高3
1675 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高3

8 須磨学園 719 永井友梨絵 ﾅｶﾞｲ ﾕﾘｴ 高2
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 724 前田　由衣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 高1

718 鞍田　香奈 ｸﾗﾀ ｶﾅ 高2
722 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高2

9 愛み大瑞穂 407 長尾    莉 ﾅｶﾞｵ ﾘﾅ 高1
ｱｲﾐﾀﾞｲﾐｽﾞﾎ 高校 404 水谷  優花 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｶ 高2

406 加藤さゆり ｶﾄｳ ｻﾕﾘ 高1
403 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高2

10 北陸大谷 241 中村　真実 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ 高1
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 239 木村　麻衣 ｷﾑﾗ ﾏｲ 高2

240 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 高1
238 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高3
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千  葉

千  葉
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:11.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 知立東 502 井ノ下亜美 ｲﾉｼﾀ ｱﾐ 高3

ﾁﾘｭｳﾋｶﾞｼ 高校 501 木村  奈菜 ｷﾑﾗ ﾅﾅ 高3
503 手嶋  花絵 ﾃｼﾏ ﾊﾅｴ 高1
500 西内  沙織 ﾆｼｳﾁ ｻｵﾘ 高3

2 品川女子学院 1326 樋熊　彩美 ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ 高3
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮｼｶﾞｸ 高校 1325 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 高1

1324 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高3
1322 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 高2

3 京都外大西 581 藤ノ井麻優香 ﾌｼﾞﾉｲ ﾏﾕｶ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 580 平岡　千裕 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 高2

578 眞継奈緒子 ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ 高2
584 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 高1

4 太成学院大高 659 池田　実加 ｲｹﾀﾞ ﾐｶ 高1
ﾀｲｾｲ 高校 656 山口　陽子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺ 高2

652 松田奈穂子 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾎｺ 高2
655 上田　梨奈 ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ 高2

5 九産大付九州 1090 酒井　志穂 ｻｶｲ ｼﾎ 高1
ｷｭｳｻﾝｷｭｳｼｭｳ 高校 1091 鈴木　聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 高1

1177 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 高1
1086 栗田　未加 ｸﾘﾀ ﾐｶ 高3

6 九州女子 1100 清水　桜子 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗｺ 高3
ｷｭｳｼｭｳｼﾞｮｼ 高校 1101 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高3

1103 廣瀬　由佳 ﾋﾛｾ ﾕｶ 高2
1104 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ 高1

7 湘南工大附 1358 高木　　緑 ﾀｶｷﾞ ﾐﾄﾞﾘ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1360 佐藤つぐみ ｻﾄｳ ﾂｸﾞﾐ 高1

1353 岡田　　愛 ｵｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高1
1366 村上　　栞 ﾑﾗｶﾐ ｼｵﾘ 高1

8 市立尼崎 697 勝見　英里 ｶﾂﾐ ｴﾘ 高2
ｲﾁｱﾏ 高校 696 竹内　　綾 ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 高2

695 鞍田　奈緒 ｸﾗﾀ ﾅｵ 高2
694 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高3

9 市立沼田 935 前峠不求美 ﾏｴﾄｳｹﾞ ﾌｸﾐ 高2
ﾇﾏﾀ 高校 911 高橋八恵子 ﾀｶﾊｼ ﾔｴｺ 高2

912 古川恵美子 ﾌﾙｶﾜ ｴﾐｺ 高2
913 近永　有似 ﾁｶﾅｶﾞ ﾕﾆ 高1

10 金沢 228 南藤由季衣 ﾅﾝﾄｳ ﾕｷｴ 高3
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 223 寺坂　　泉 ﾃﾗｻｶ ｲｽﾞﾐ 高2

225 西　　結花 ﾆｼ ﾕｶ 高2
220 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高3
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 33 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  4:07.83
大会記録  4:11.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 武蔵野 1264 青木　恵美 ｱｵｷ ｴﾐ 高2

ﾑｻｼﾉ 高校 1257 越山あゆ美 ｺｼﾔﾏ ｱﾕﾐ 高1
1259 桑端　幸永 ｸﾜﾊﾞﾀ ｻｷｴ 高2
1260 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 高2

2 愛知淑徳 399 竹迫  麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高3
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 398 坪内    彩 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔ 高3

397 高羽  博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高3
401 鈴木絵津子 ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ 高1

3 八王子 1251 大橋　　舞 ｵｵﾊｼ ﾏｲ 高1
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 1250 川田　夏海 ｶﾜﾀﾞ ﾅﾂﾐ 高3

1255 澤田　絵美 ｻﾜﾀﾞ ｴﾐ 高3
1252 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高2

4 早稲田実業 1282 田中英里子 ﾀﾅｶ ｴﾘｺ 高1
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1276 深瀬美沙子 ﾌｶｾ ﾐｻｺ 高2

1281 田中　綾音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 高2
1272 永井　尚美 ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾐ 高1

5 近畿大附 679 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 678 橋本　千佳 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 高2

676 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高3
680 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高2

6 埼玉栄 1588 大垣　苑子 ｵｵｶﾞｷ ｿﾉｺ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 1591 長谷川菜月 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 高3

1576 菊地ゆめみ ｷｸﾁ ﾕﾒﾐ 高1
1573 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高3

7 東邦 411 有田  真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高3
ﾄｳﾎｳ 高校 410 福岡もえみ ﾌｸｵｶ ﾓｴﾐ 高3

413 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高2
409 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高3

8 川崎橘 1461 池田　ゆう ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 高3
ｶﾜｻｷﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 1459 石原　優紀 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 高2

1451 海口　綾乃 ｶｲｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 高3
1458 上村　幸菜 ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾅ 高3

9 藤村女子 1235 堤　　唯香 ﾂﾂﾐ ﾕｲｶ 高1
ﾌｼﾞﾑﾗ 高校 1234 山﨑　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高3

1233 作道　　舞 ﾂｸﾘﾐﾁ ﾏｲ 高1
1236 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高3

10 愛工大名電 466 鈴川  麻美 ｽｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ 高1
ｱｲｺｳﾀﾞｲﾒｲﾃﾞﾝ 高校 465 一ノ瀬  遥 ｲﾁﾉｾ ﾊﾙｶ 高2

468 大井  菜美 ｵｵｲ ﾅﾐ 高1
469 今井  香凛 ｲﾏｲ ｶﾘﾝ 高1
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