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スタートリスト

競技No. 46 女子    400m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  4:04.16
少年Ａ              大会記録  4:11.50

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 岡    山 3321 東本　梨奈 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾘﾅ 高1
ｵｶﾔﾏ 高校 3307 原田　愛弓 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 高2

3323 奥田　美沙 ｵｸﾀﾞ ﾐｻ 高1
3325 齋藤真里枝 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｴ 高3

3 静    岡 2115 糸賀麻紀子 ｲﾄｶﾞ ﾏｷｺ 高3
ｼｽﾞｵｶ 高校 2121 中内　美奈 ﾅｶｳﾁ ﾐﾅ 高2

2120 村松　杏莉 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾝﾘ 高3
2107 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高2

4 埼    玉 1114 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ 高2
ｻｲﾀﾏ 高校 1116 清信　麻衣 ｷﾖﾉﾌﾞ ﾏｲ 高3

1124 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高3
1127 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高3

5 京    都 2602 羽生　　薫 ﾊﾆｭｳ ｶｵﾙ 高3
ｷｮｳﾄ 高校 2647 平岡　千裕 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 高2

2624 真継奈緒子 ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ 高2
2637 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高3

6 新    潟 1711 奈良　梨央 ﾅﾗ ﾘｵ 高2
ﾆｲｶﾞﾀ 高校 1723 猪俣明日香 ｲﾉﾏﾀ ｱｽｶ 高1

1716 田代和歌子 ﾀｼﾛ ﾜｶｺ 高3
1708 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 高2

7 福    井 2004 大谷　冴香 ｵｵﾀﾆ ｻｴｶ 高2
ﾌｸｲ 高校 2005 津田沙穂里 ﾂﾀﾞ ｻｵﾘ 高2

2002 松山　幸恵 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｷｴ 高3
2007 山本　弥佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 岩    手 303 佐々木友恵 ｻｻｷ ﾄﾓｴ 高2
ｲﾜﾃ 高校 305 藤野　香結 ﾌｼﾞﾉ ｶﾕ 高3

306 平賀ちさと ﾋﾗｶ ﾁｻﾄ 高2
301 田辺　　彩 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 高3

3 愛    知 2208 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高3
ｱｲﾁ 高校 2203 坪内　　彩 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔ 高3

2202 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高3
2205 西　未花子 ﾆｼ ﾐｶｺ 高3

4 東    京 1303 熊澤　歩美 ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 高3
ﾄｳｷｮｳ 高校 1309 山﨑　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高3

1329 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高3
1312 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 高3

5 神 奈 川 1426 飯沼　沙織 ｲｲﾇﾏ ｻｵﾘ 高2
ｶﾅｶﾞﾜ 高校 1423 石原　優紀 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 高2

1417 土谷　紗代 ﾂﾁﾔ ｻﾖ 高3
1420 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高3

6 大    分 4419 渡辺　　歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 高2
ｵｵｲﾀ 高校 4415 堀田　愛美 ﾎｯﾀ ﾏﾅﾐ 高3

4405 宮田ゆかり ﾐﾔﾀ ﾕｶﾘ 高2
4414 平野　未央 ﾋﾗﾉ ﾐｵ 高3

7 和 歌 山 3013 有本麻衣那 ｱﾘﾓﾄ ﾏｲﾅ 高3
ﾜｶﾔﾏ 高校 3001 西川奈穂子 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｺ 高2

3009 津村　紗希 ﾂﾑﾗ ｻｷ 高3
3002 高出　未来 ﾀｶﾃﾞ ﾐｸ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1

2 岐    阜 2411 岩田　恵里 ｲﾜﾀ ｴﾘ 高2
ｷﾞﾌ 高校 2407 清水　美衣 ｼﾐｽﾞ ﾐｴ 高2

2405 小池　真由 ｺｲｹ ﾏﾕ 高2
2408 青井　　唯 ｱｵｲ ﾕｲ 高2

3 福    岡 4024 松岡　瑞姫 ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞｷ 高2
ﾌｸｵｶ 高校 4017 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高2

4018 廣瀬　由佳 ﾋﾛｾ ﾕｶ 高2
4021 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ 高2

4 大    阪 2728 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 高2
ｵｵｻｶ 高校 2723 橋本　千佳 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 高2

2721 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高3
2702 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ 高3

5 千    葉 1222 出川友理江 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕﾘｴ 高2
ﾁﾊﾞ 高校 1211 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 高1

1207 吉田　理紗 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 高2
1219 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高3

6 兵    庫 2808 市場　　愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高3
ﾋｮｳｺﾞ 高校 2812 竹内　　綾 ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 高2

2822 鞍田　香奈 ｸﾗﾀ ｶﾅ 高2
2827 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高2

7 秋    田 505 小柳由美子 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 高3
ｱｷﾀ 高校 502 菅原　　翠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 高2

506 打川めぐみ ｳﾁｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 高3
516 谷口　瑞穂 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 高3

8

Page: 3/3 Printing: 2006/10/02 12:56:44

秋  田

加　盟

福  岡

大  阪

千  葉

兵  庫

岐  阜


