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スタートリスト

競技No. 60 女子    200m   リレー   予選   2組 日本記録  1:44.22
混合                大会記録  1:45.95

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 滋    賀 2509 畑中　マヤ ﾊﾀﾅｶ ﾏﾔ 高3

ｼｶﾞ 2519 岡留亜里沙 ｵｶﾄﾞﾒ ｱﾘｻ 大4
2506 小山　杏里 ｺﾔﾏ ｱﾝﾘ 高3
2502 上籔　夕貴 ｶﾐﾔﾌﾞ ﾕｷ 中3

2 京    都 2625 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｺ
ｷｮｳﾄ 2638 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 高1

2628 村上　　舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高3
2616 坂本　奈穂 ｻｶﾓﾄ ﾅﾎ 高2

3 新    潟 1732 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ
ﾆｲｶﾞﾀ 1718 和泉田有沙 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱﾘｻ 高1

1708 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 高2
1704 野口　幸香 ﾉｸﾞﾁ ｻﾁｶ 高2

4 神 奈 川 1448 岩崎　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ 大3
ｶﾅｶﾞﾜ 1420 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高3

1432 金子　　栞 ｶﾈｺ ｼｵﾘ 中3
1417 土谷　紗代 ﾂﾁﾔ ｻﾖ 高3

5 静    岡 2107 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高2
ｼｽﾞｵｶ 2113 西田麻優香 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾕｶ 高3

2106 出光　正恵 ｲﾃﾞﾐﾂ ﾏｻｴ 高1
2134 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ

6 兵    庫 2847 竹原　久美 ﾀｹﾊﾗ ｸﾐ 大3
ﾋｮｳｺﾞ 2823 井関　那緒 ｲｾｷ ﾅｵ 高2

2827 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高2
2833 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 中3

7 福    岡 4026 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 大3
ﾌｸｵｶ 4021 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ 高2

4014 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ 高1
4016 清水　桜子 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗｺ 高3

8 大    阪 2725 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高2
ｵｵｻｶ 2734 世古　千紘 ｾｺ ﾁﾋﾛ 中3

2748 小林　真衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 大3
2729 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 石    川 1927 山下　祐芽 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾒ 大4

ｲｼｶﾜ 1912 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 高1
1902 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高3
1916 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高3

2 福    島 714 高橋　恵美 ﾀｶﾊｼ ｴﾐ 中3
ﾌｸｼﾏ 701 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高3

718 佐々木加奈恵 ｻｻｷ ｶﾅｴ 大4
705 小松　あき ｺﾏﾂ ｱｷ 高2

3 岡    山 3325 齋藤真里枝 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｴ 高3
ｵｶﾔﾏ 3331 山田　恵子 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺ 大1

3305 氏平　久美 ｳｼﾞﾋﾗ ｸﾐ 中3
3307 原田　愛弓 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 高2

4 埼    玉 1126 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ
ｻｲﾀﾏ 1111 佐藤　咲季 ｻﾄｳ ｻｷ 高1

1109 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ 高2
1127 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高3

5 東    京 1347 菅谷真理子 ｽｶﾞﾔ ﾏﾘｺ 大3
ﾄｳｷｮｳ 1337 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中3

1301 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高3
1312 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 高3

6 群    馬 1021 坂上　　梢 ｻｶｳｴ ｺｽﾞｴ 高2
ｸﾞﾝﾏ 1036 橘　　初美 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾂﾐ 中3

1025 柏原　裕希 ｶｼﾊﾗ ﾕｷ 高3
1005 中嶋美保子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎｺ 大3

7 千    葉 1242 重田智絵美 ｼｹﾞﾀ ﾁｴﾐ 大3
ﾁﾊﾞ 1214 鈴木　　綾 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 高2

1230 西田　沙月 ﾆｼﾀﾞ ｻﾂｷ 中3
1219 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高3

8 愛    知 2245 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 大2
ｱｲﾁ 2236 宮田　侑子 ﾐﾔﾀ ﾕｳｺ 中3

2219 小林　　舞 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 高3
2218 冨永　奈沙 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅｻ 高3

Page: 2/2 Printing: 2006/10/03 10:41:56

愛  知

加　盟

埼  玉

東  京

群  馬

千  葉

石  川

福  島

岡  山


