
平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 松山北 7033 野中　　楓 ﾉﾅｶ ｶｴﾃﾞ 高1
ﾏﾂﾔﾏｷﾀ 高校 7030 西川　麻理 ﾆｼｶﾜ ﾏﾘ 高3

7031 亀岡　由奈 ｶﾒｵｶ ﾕﾅ 高2
7032 武田あかね ﾀｹﾀﾞ ｱｶﾈ 高2

3 松江北 6007 宇田川千鶴 ｳﾀｶﾞﾜ ﾁｽﾞﾙ 高3
ﾏﾂｴｷﾀ 高校 6009 河野　千夏 ｺｳﾉ ﾁﾅﾂ 高1

6008 秋田　晴菜 ｱｷﾀ ﾊﾙﾅ 高2
6006 橋本　　瞳 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄﾐ 高3

4 市立沼田 6054 藤本　華菜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾅ 高2
ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾀ 高校 6053 村上万由子 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾕｺ 高2

6051 西田　有希 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｷ 高3
6055 野間　千鶴 ﾉﾏ ﾁﾂﾞﾙ 高1

5 佐久長聖 4094 竹内　芽衣 ﾀｹｳﾁ ﾒｲ 高3
ｻｸﾁｮｳｾｲ 高校 4095 吉川紗里衣 ﾖｼｶﾜ ｻﾘｲ 高2

4098 平林　果奈 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 高1
4096 鶴見　京子 ﾂﾙﾐ ｷｮｳｺ 高2

6 土佐女子 7004 中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 高3
ﾄｻｼﾞｮｼ 高校 7003 博田　れな ﾊｶﾀ ﾚﾅ 高3

7005 馬越　友美 ｳﾏｺｼ ﾄﾓﾐ 高3
7007 山岡　民実 ﾔﾏｵｶ ﾀﾐ 高2

7 札幌静修 58 酒井　彩花 ｻｶｲ ｱﾔｶ 高3
ｾｲｼｭｳ 高校 56 井口明日加 ｲｸﾞﾁ ｱｽｶ 高3

57 熊坂　優和 ｸﾏｻｶ ﾕﾜ 高3
18 大森　愛弓 ｵｵﾓﾘ ｱﾕﾐ 高2
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 福翔 8047 濵浦　実結 ﾊﾏｳﾗ ﾐﾕ 高1
ﾌｸｼｮｳ 高校 8045 大野　結有 ｵｵﾉ ﾕｳ 高2

8044 渡辺友梨奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘﾅ 高3
8046 冨安　　楓 ﾄﾐﾔｽ ｶｴﾃﾞ 高2

3 信愛女学院 5223 杉田　まり ｽｷﾞﾀ ﾏﾘ 高1
ｵｵｻｶｼﾝｱｲ 高校 5219 南野　志帆 ﾐﾅﾐﾉ ｼﾎ 高2

5218 福井　千瑛 ﾌｸｲ ﾁｱｷ 高3
5220 神野　有香 ｶﾝﾉ ﾕｳｶ 高2

4 愛工大名電 3167 岡澤　宏美 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 高3
ﾒｲﾃﾞﾝ 高校 3170 島村　　楓 ｼﾏﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 高2

3264 都筑　美帆 ﾂﾂﾞｷ ﾐﾎ 高1
3172 熊谷　朱夏 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔｶ 高2

5 百合丘 2709 渋谷　佳澄 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾐ 高1
ﾕﾘｶﾞｵｶ 高校 2711 杉本　瀬奈 ｽｷﾞﾓﾄ ｾﾅ 高1

2707 井田　奏美 ｲﾀﾞ ｶﾅﾐ 高2
2710 安藤　麗香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲｶ 高1

6 ルーテル学院 8127 澤井　美佐 ｻﾜｲ ﾐｻ 高1
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 8126 松本　珠奈 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾅ 高2

8124 岡本　玲奈 ｵｶﾓﾄ ﾚﾅ 高3
8122 濵口　聖水 ﾊﾏｸﾞﾁ ｷﾖﾐ 高3

7 日大櫻丘 2478 丸田　絵莉 ﾏﾙﾀ ｴﾘ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｻｸﾗ 高校 2476 原　　裕子 ﾊﾗ ﾕｳｺ 高3

2479 藤原　真由 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾕ 高2
2477 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 高3
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 武庫川大附 5303 奥　　明美 ｵｸ ｱｹﾐ 高3

ﾑｺｶﾞﾜ 高校 5306 冨山奈々未 ﾄﾐﾔﾏ ﾅﾅﾐ 高1
5304 谷垣そのえ ﾀﾆｶﾞｷ ｿﾉｴ 高2
5302 山中　　萌 ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ 高3

2 山梨英和 2736 山下　友梨 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ 高2
ﾔﾏﾅｼｴｲﾜ 高校 2738 笠井　結奈 ｶｻｲ ﾕｳﾅ 高1

2737 深沢うらら ﾌｶｻﾜ ｳﾗﾗ 高1
2739 花形あゆみ ﾊﾅｶﾞﾀ ｱﾕﾐ 高1

3 和歌山北 5030 杢　　彩菜 ﾓｸ ｱﾔﾅ 高3
ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 5032 久保知亜記 ｸﾎﾞ ﾁｱｷ 高1

5031 茂野　　希 ｼｹﾞﾉ ﾉｿﾞﾐ 高2
5029 桑山　千明 ｸﾜﾔﾏ ﾁｱｷ 高3

4 堀越 2520 橋本　胡桃 ﾊｼﾓﾄ ｸﾙﾐ 高1
ﾎﾘｺｼ 高校 2519 中堀　由希 ﾅｶﾎﾘ ﾕｷ 高2

2518 井手那奈代 ｲﾃﾞ ﾅﾅﾖ 高2
2516 藤田　幸恵 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷｴ 高3

5 多治見西 3234 近藤空美子 ｺﾝﾄﾞｳ ｸﾐｺ 高1
ﾀｼﾞﾐﾆｼ 高校 3236 船戸　花音 ﾌﾅﾄ ｶﾉﾝ 高1

3235 大石　風花 ｵｵｲｼ ﾌｳｶ 高1
3233 荘加　真歩 ｼｮｳｶ ﾏﾎ 高3

6 東北 1098 鹿子嶋　桜 ｶｺﾞｼﾏ ｻｸﾗ 高2
ﾄｳﾎｸ 高校 1099 丹治　祐貴 ﾀﾝｼﾞ ﾕｳｷ 高1

1097 佐藤　　萌 ｻﾄｳ ﾓｴ 高3
1096 佐藤　由菜 ｻﾄｳ ﾕﾅ 高3

7 和洋国府台 2280 関根　汐絵 ｾｷﾈ ｼｵｴ 高2
ﾜﾖｳｺｳﾉﾀﾞ 高校 2282 長江　亜実 ﾅｶﾞｴ ｱﾐ 高1

2279 篠崎　夏波 ｼﾉｻﾞｷ ｶﾅﾐ 高2
2278 牧　ゆりか ﾏｷ ﾕﾘｶ 高2

8 伊奈学園 2163 森下　日和 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾖﾘ 高1
ｲﾅｶﾞｸｴﾝ 高校 2159 中村友梨香 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｶ 高2

2156 冨岡　夏海 ﾄﾐｵｶ ﾅﾂﾐ 高3
2164 生田有加里 ｲｸﾀ ﾕｶﾘ 高1
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 日体荏原 2481 仙北　　早 ｾﾝﾎﾞｸ ﾊﾔ 高3

ﾆｯﾀｲｴﾊﾞﾗ 高校 2484 宮川　菜摘 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ 高1
2483 松下　彩花 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ 高2
2480 田渕　花恵 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾅｴ 高3

2 福大附属若葉 8022 赤﨑　　希 ｱｶｻｷ ﾉｿﾞﾐ 高2
ﾌｸﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾜｶﾊﾞ 高校 8021 唐島　美奈 ｶﾗｼﾏ ﾐﾅ 高2

8023 植田恵梨香 ｳｴﾀﾞ ｴﾘｶ 高2
8026 河野　美咲 ｶﾜﾉ ﾐｻｷ 高1

3 成田 2242 住吉　茉莉 ｽﾐﾖｼ ﾏﾘ 高2
ﾅﾘﾀ 高校 2239 佐藤　礼奈 ｻﾄｳ ﾚｲﾅ 高3

2243 髙濱　彩香 ﾀｶﾊﾏ ｱﾔｶ 高1
2241 鳥羽　瑞生 ﾄﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 高2

4 鎌倉 2643 平野　夏実 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 高3
ｶﾏｸﾗ 高校 2645 坂東春菜子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｺ 高1

2646 富岡奈津実 ﾄﾐｵｶ ﾅﾂﾐ 高1
2644 江見　涼香 ｴﾐ ｽｽﾞｶ 高2

5 京都文教 5055 太田　明成 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 高3
ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷ 高校 5056 水本　　梓 ﾐｽﾞﾓﾄ ｱｽﾞｻ 高2

5054 神谷　友華 ｼﾞﾝﾀﾆ ﾕｶ 高3
5057 久保田侑子 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｺ 高1

6 共愛学園 2057 加藤まりえ ｶﾄｳ ﾏﾘｴ 高3
ｷｮｳｱｲ 高校 2062 山崎　　恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 高1

2058 近藤　麻友 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕ 高2
2060 篠崎　彩映 ｼﾉｻﾞｷ ｻｴ 高1

7 秋田商業 1033 小林明日香 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 高3
ｱｷｼｮｳ 高校 1034 石井　　希 ｲｼｲ ﾉｿﾞﾐ 高3

1037 小山　雅子 ｺﾔﾏ ﾏｻｺ 高2
1035 加賀　晏瑞 ｶｶﾞ ｱｽﾞﾐ 高2

8 日大三島 3012 香取　踊子 ｶﾄﾘ ﾖｳｺ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲ 高校 3010 長谷川麻衣 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ 高2

3011 飯沼　南々 ｲｲﾇﾏ ﾅﾅ 高2
3013 加藤　圭織 ｶﾄｳ ｶｵﾘ 高1
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 橘 1117 本田沙也佳 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾔｶ 高3

ﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 1120 宍戸　　萌 ｼｼﾄﾞ ﾓｴ 高2
1116 阿部　香菜 ｱﾍﾞ ｶﾅ 高3
1118 髙橋　沙季 ﾀｶﾊｼ ｻｷ 高2

2 藤村女子 2392 兼田　雅美 ｶﾈﾀ ﾏｻﾐ 高2
ﾌｼﾞﾑﾗ 高校 2395 山﨑　芙蓉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾖｳ 高2

2390 田部井あすか ﾀﾍﾞｲ ｱｽｶ 高3
2391 佐藤　　恋 ｻﾄｳ ﾚﾝ 高3

3 盛岡南 1060 菅原　　碧 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 高1
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 1058 伊藤　奈穂 ｲﾄｳ ﾅｵ 高2

1055 小田島苑香 ｺﾀﾞｼﾏ ｿﾉｶ 高3
1053 本明　奈実 ﾎﾝﾐｮｳ ﾅﾐ 高3

4 真岡女子 2048 平井さやか ﾋﾗｲ ｻﾔｶ 高3
ﾓｵｶｼﾞｮｼ 高校 2049 神山はるか ｶﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ 高3

2054 我妻ひとみ ｱﾂﾞﾏ ﾋﾄﾐ 高1
2050 吉田さくら ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾗ 高3

5 姫路商 5247 谷口　　萌 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 高2
ﾋﾒｼｮｳ 高校 5245 尾塩　智都 ｵｼｵ ﾁｻﾄ 高3

5249 濱田　　純 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 高1
5246 橋口　若葉 ﾊｼｸﾞﾁ ﾜｶﾊﾞ 高3

6 草津東 5004 森下美乃里 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ 高1
ｸｻﾂﾋｶﾞｼ 高校 5003 川中　　澪 ｶﾜﾅｶ ﾐｵ 高2

5002 森下　明香 ﾓﾘｼﾀ ﾒｲｶ 高3
5005 平木　紫帆 ﾋﾗｷﾞ ｼﾎ 高1

7 坂出 7075 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 高3
ｻｶｲﾃﾞ 高校 7080 松本　　悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 高1

7078 大谷　美佳 ｵｵﾀﾆ ﾐｶ 高2
7081 山下佳成江 ﾔﾏｼﾀ ｶﾅｴ 高1

8 東京立正 2384 築地　里奈 ﾂｷｼﾞ ﾘﾅ 高1
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼ 高校 2385 川原あかり ｶﾜﾊﾗ ｱｶﾘ 高1

2383 猪熊　亜美 ｲﾉｸﾏ ｱﾐ 高2
2382 田浦　和歩 ﾀｳﾗ ｶﾎ 高3
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 山梨学院高 2750 井上　紗耶 ｲﾉｳｴ ｻﾔ 高3

ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 2753 中澤　夏純 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾐ 高1
2751 西海　詩乃 ﾆｼｶﾞｲ ｼﾉ 高2
2749 千野早也香 ﾁﾉ ｻﾔｶ 高3

2 三潴 8053 大久保菜穂 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ 高2
ﾐｽﾞﾏ 高校 8050 江﨑　侑未 ｴｻｷ ﾕｳﾐ 高3

8052 井出　彩香 ｲﾃﾞ ｱﾔｶ 高2
8055 牛島　舞子 ｳｼｼﾞﾏ ﾏｲｺ 高1

3 中京大中京 3146 大河内瑞穂 ｵｵｺｳﾁ ﾐｽﾞﾎ 高1
ﾁｭｳｷｮｳ 高校 3143 川除　結花 ｶﾜﾖｹ ﾕｶ 高2

3141 大石　恵梨 ｵｵｲｼ ｴﾘ 高3
3142 竹迫　麻澄 ﾀｶﾊﾞ ﾏｽﾐ 高2

4 市尼崎 5266 森下　智華 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓｶ 高3
ｲﾁｱﾏｻｷ 高校 5267 筒井　零捺 ﾂﾂｲ ﾚｲﾅ 高2

5269 潮崎　菜月 ｼｵｻﾞｷ ﾅﾂｷ 高1
5264 増永　朱莉 ﾏｽﾅｶﾞ ｱｶﾘ 高3

5 山口･西京 6078 中塚　千尋 ﾅｶﾂｶ ﾁﾋﾛ 高2
ｻｲｷｮｳ 高校 6077 岡本　佳奈 ｵｶﾓﾄ ｶﾅ 高3

6075 田中美優夏 ﾀﾅｶ ﾐﾕｶ 高3
6076 溝田　真子 ﾐｿﾞﾀ ﾏｺ 高3

6 夙川学院 5299 清田　理恵 ｷﾖﾀ ﾘｴ 高2
ｼｭｸｶﾞﾜ 高校 5296 本地　優花 ﾓﾄﾁﾞ ﾕｶ 高3

5297 長谷川千歩 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾎ 高2
5295 中塚　　望 ﾅｶﾂｶ ﾉｿﾞﾐ 高3

7 桐蔭学園 2674 一木　美巴 ｲﾁｷ ﾐﾜ 高2
ﾄｳｲﾝ 高校 2678 三澤　　恵 ﾐｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 高1

2679 熊沢　綾乃 ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 高1
2676 木屋川内万穂 ｷﾔｶﾜｳﾁ ﾏﾎ 高2

8 愛知淑徳 3090 富田　千尋 ﾄﾐﾀ ﾁﾋﾛ 高3
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 3089 竹内　洋子 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｺ 高3

3091 鵜飼　瑞季 ｳｶｲ ﾐｽﾞｷ 高3
3087 岩田　智子 ｲﾜﾀ ｻﾄｺ 高3
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 市立川口 2144 岩村　　佳 ｲﾜﾑﾗ ｹｲ 高3

ｲﾁﾘﾂｶﾜｸﾞﾁ 高校 2153 根岸　春香 ﾈｷﾞｼ ﾊﾙｶ 高1
2150 熊谷理穂美 ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾎﾐ 高1
2152 種部　亜耶 ﾀﾈﾍﾞ ｱﾔ 高1

2 関東学園大附 2095 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 高1
ｶﾝｶﾞｸﾌ 高校 2092 山口紫緒梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾘ 高2

2094 坂井　友美 ｻｶｲ ﾄﾓﾐ 高1
2091 内田　有紀 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷ 高3

3 常総学院 2020 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 高1
ｼﾞｮｳｿｳ 高校 2018 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 高1

2012 日原　加奈 ﾋﾊﾗ ｶﾅ 高2
2017 宇津木里南 ｳﾂｷﾞ ﾘﾅ 高1

4 駒場 2350 林　　美萩 ﾊﾔｼ ﾐﾊｷﾞ 高2
ｺﾏﾊﾞ 高校 2346 橋爪　友里 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕﾘ 高3

2352 丸山みどり ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 高1
2347 齋藤　　茜 ｻｲﾄｳ ｱｶﾈ 高3

5 金沢 4025 馬渡友佳里 ｳﾏﾜﾀﾘ ﾕｶﾘ 高2
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 4024 谷田　知沙 ﾀﾆﾀﾞ ｶｽﾞｻ 高2

4022 西山　侑希 ﾆｼﾔﾏ ﾕｷ 高3
4023 大岩はづき ｵｵｲﾜ ﾊﾂﾞｷ 高2

6 浜松市立 3062 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 高2
ﾊﾏﾏﾂｼﾘﾂ 高校 3063 林　　恵梨 ﾊﾔｼ ｴﾘ 高2

3061 塚田　　茜 ﾂｶﾀﾞ ｱｶﾈ 高3
3064 中嶋芙実穂 ﾅｶｼﾏ ﾌﾐﾎ 高1

7 細田学園 2133 早川　美紀 ﾊﾔｶﾜ ﾐｷ 高2
ﾎｿﾀﾞ 高校 2135 松田　りお ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ 高2

2138 野口　美紗 ﾉｸﾞﾁ ﾐｻ 高1
2132 清水　　香 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 高3

8 旭丘 3153 勝山　海輝 ｶﾂﾔﾏ ﾐｷ 高1
ｱｻﾋｶﾞｵｶ 高校 3151 松田　知華 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｶ 高2

3149 鈴木奈々子 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｺ 高3
3152 富田　志織 ﾄﾐﾀ ｼｵﾘ 高2
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

8組
1 鶴見大附 2631 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 高2

ﾂﾙﾐﾀﾞｲﾌ 高校 2630 松尾　　愛 ﾏﾂｵ ﾒｸﾞﾐ 高2
2628 斎藤くるみ ｻｲﾄｳ ｸﾙﾐ 高3
2632 井上　真綾 ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ 高1

2 東邦 3111 稲田　磨樹 ｲﾅﾀﾞ ﾏｷ 高1
ﾄｳﾎｳ 高校 3109 船橋　香純 ﾌﾅﾊｼ ｶｽﾐ 高2

3106 池上　茉穂 ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾎ 高3
3107 山田　琴絵 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄｴ 高3

3 羽衣学園 5139 松村あかね ﾏﾂﾑﾗ ｱｶﾈ 高1
ﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｸ 高校 5137 小田　成美 ｵﾀﾞ ﾅﾙﾐ 高2

5135 松本　真希 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 高3
5134 巽　　彩華 ﾀﾂﾐ ｱﾔｶ 高3

4 尚絅 8116 吉田　朝日 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 高2
ｼｮｳｹｲ 高校 8115 松尾　美鈴 ﾏﾂｵ ﾐｽｽﾞ 高2

8113 宮崎　裕己 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾐ 高3
8114 狩野　　萌 ｶﾉ ﾓｴ 高3

5 日大高 2609 猪狩　玲名 ｲｶﾞﾘ ﾚｲﾅ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 2608 野本　海夏 ﾉﾓﾄ ﾐｶ 高3

2606 美才治玲子 ﾋﾞｻｲｼﾞ ﾚｲｺ 高3
2607 榎戸　梨子 ｴﾉｷﾄﾞ ﾘｺ 高3

6 愛み大瑞穂 3097 河合　明里 ｶﾜｲ ｱｶﾘ 高3
MIZUHO 高校 3101 古田　理郁 ﾌﾙﾀ ﾘｶ 高2

3105 石原　美波 ｲｼﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高1
3103 堀畑　沙希 ﾎﾘﾊﾀ ｻｷ 高2

7 常盤木学園 1082 渡邊未世子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾖｺ 高3
ﾄｷﾜｷﾞ 高校 1084 東瀬　香菜 ﾄｳｾ ｶﾅ 高2

1085 荒井　梓沙 ｱﾗｲ ｱｽﾞｻ 高2
1083 早坂　李穂 ﾊﾔｻｶ ﾘﾎ 高2

8 東海大浦安 2319 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 高2
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 2315 中村　　藍 ﾅｶﾑﾗ ｱｲ 高3

2318 宮下美奈子 ﾐﾔｼﾀ ﾐﾅｺ 高2
2316 木村　公美 ｷﾑﾗ ｻﾄﾐ 高3
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

9組
1 早稲田実業 2453 赤尾　愉歩 ｱｶｵ ﾕﾎ 高2

ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 2452 沼崎　　円 ﾇﾏｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 高3
2454 友行　由子 ﾄﾓﾕｷ ﾕｳｺ 高1
2455 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 高1

2 札幌大谷 27 若狭かな恵 ﾜｶｻ ｶﾅｴ 高2
ｻﾂｵｵﾀﾆ 高校 28 和賀　智実 ﾜｶﾞ ｻﾄﾐ 高2

25 佐藤　未沙 ｻﾄｳ ﾐｻ 高3
23 増田愛美里 ﾏｽﾀﾞ ｴﾐﾘ 高3

3 豊川 3203 松本菜摘美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高1
ﾄﾖｶﾜ 高校 3199 原　　優美 ﾊﾗ ﾕｳﾐ 高2

3200 樋口　　麗 ﾋｸﾞﾁ ｳﾗﾗ 高2
3201 阪野真帆利 ﾊﾞﾝﾉ ﾏﾎﾘ 高1

4 八王子 2414 吉田英里子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 2418 鈴木　彩香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 高2

2413 飯島　愛美 ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾅﾐ 高3
2420 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 高2

5 墨田川 2366 山口　真奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 高2
ｽﾐﾀﾞｶﾞﾜ 高校 2368 地田　麻未 ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 高2

2369 野島　七美 ﾉｼﾞﾏ ﾅﾅﾐ 高2
2367 田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 高2

6 太成学院大高 5204 前川知佳子 ﾏｴｶﾜ ﾁｶｺ 高2
ﾀｲｾｲ 高校 5198 田原　麻捺 ﾀﾊﾗ ｱｻﾅ 高3

5203 相模　千帆 ｻｶﾞﾐ ﾁﾎ 高2
5196 西浦　有香 ﾆｼｳﾗ ﾕｶ 高3

7 尚志学園 14 狩野　理紗 ｶﾘﾉ ﾘｻ 高2
ｼｮｳｼｶﾞｸｴ 高校 15 伊藤　鮎香 ｲﾄｳ ｱﾕｶ 高1

12 三橋　　唯 ﾐﾂﾊｼ ﾕｲ 高3
11 中島　舞美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾐ 高3

8 武南 2196 後藤　沙貴 ｺﾞﾄｳ ｻｷ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 2193 村松　加奈 ﾑﾗﾏﾂ ｶﾅ 高3

2191 田島　優希 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 高3
2192 金子　美里 ｶﾈｺ ﾐｻﾄ 高3
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

10組
1 須磨学園 5316 長谷川怜央奈 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｵﾅ 高3

ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 5325 中尾　玲華 ﾅｶｵ ﾚｲｶ 高1
5318 笘井　柚伽 ﾄﾏｲ ﾕｶ 高3
5319 谷川　　愛 ﾀﾆｶﾜ ｱｲ 高2

2 日大藤沢 2656 三浦　梨花 ﾐｳﾗ ﾘｶ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 2653 鎌田　遥佳 ｶﾏﾀ ﾊﾙｶ 高2

2649 礒部　七恵 ｲｿﾍﾞ ﾅﾅｴ 高3
2647 小野　　桜 ｵﾉ ｻｸﾗ 高3

3 京都外大西 5082 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 5081 金澤　佑紀 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｷ 高1

5074 津下　晶子 ﾂｹﾞ ｱｷｺ 高3
5075 初村　紗季 ﾊﾂﾑﾗ ｻｷ 高2

4 近畿大附 5240 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 5236 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 高3

5239 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 高2
5235 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 高3

5 淑徳巣鴨 2503 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 高2
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 2502 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 高2

2500 森川　愛理 ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ 高3
2506 亀森　美紀 ｶﾒﾓﾘ ﾐｷ 高1

6 埼玉栄 2223 鈴木　　凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 高1
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 2222 重信　藤乃 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾌｼﾞﾉ 高1

2225 清水　春菜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 高1
2220 秋山　遥奈 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾅ 高2

7 鹿児島実業 8148 前迫しおり ﾏｴｻｺ ｼｵﾘ 高3
ｶｼﾞﾂ 高校 8151 福留　景子 ﾌｸﾄﾞﾒ ｹｲｺ 高2

8150 黒木　由香 ｸﾛｷ ﾕｶ 高2
8149 宮澤　　遥 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 高3

8 汎愛 5141 久森　葉月 ﾋｻﾓﾘ ﾊﾂﾞｷ 高3
ﾊﾝｱｲ 高校 5142 石田　　南 ｲｼﾀﾞ ﾐﾅﾐ 高3

5146 濱村　綾伽 ﾊﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 高2
5143 山本　実希 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 高2
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平成２２年度全国高等学校総合体育大会              
第７８回日本高等学校選手権水泳競技大会            
沖縄県立奥武山総合運動場水泳プール                

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   11組 高校記録  3:45.92
大会記録  3:47.92

水路 チーム名 泳者 学年
学校

11組
1 品川女子学院 2525 市川　夏波 ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ 高1

ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮ 高校 2523 森　ひかり ﾓﾘ ﾋｶﾘ 高3
2526 小畑　安紀 ｵﾊﾞﾀ ｱｷ 高1
2529 藤澤　麻希 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｷ 高1

2 長岡大手 4064 玉井恵理子 ﾀﾏｲ ｴﾘｺ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 4066 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 高2

4062 綿貫めぐみ ﾜﾀﾇｷ ﾒｸﾞﾐ 高3
4068 宮崎　　緑 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 高1

3 市立船橋 2258 藤田　沙羅 ﾌｼﾞﾀ ｻﾗ 高3
ｲﾁﾌﾅ 高校 2263 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 高1

2265 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 高1
2259 岩部　帆波 ｲﾜﾍﾞ ﾎﾅﾐ 高2

4 春日部共栄 2115 鈴木　聖未 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 高3
ｷｮｳｴｲ 高校 2124 平井　稚菜 ﾋﾗｲ ﾜｶﾅ 高1

2127 片岡　采子 ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ 高1
2120 鈴木　花菜 ｽｽﾞｷ ｶﾅ 高2

5 千葉商大付 2304 室井　真純 ﾑﾛｲ ﾏｽﾐ 高1
ﾁｼｮｳﾀﾞｲﾌ 高校 2303 瀧島公瑠美 ﾀｷｼﾏ ｸﾙﾐ 高1

2305 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ 高1
2300 時枝ゆり子 ﾄｷｴﾀﾞ ﾕﾘｺ 高2

6 湘南工大附 2570 岩嵜有加里 ｲﾜｻｷ ﾕｶﾘ 高2
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 2578 瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 高1

2571 白井　沙菜 ｼﾗｲ ｻﾅ 高2
2577 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 高1

7 磐田農業 3074 金子　晴香 ｶﾈｺ ﾊﾙｶ 高2
ｲﾜﾉｳ 高校 3073 熊谷　　遥 ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙｶ 高2

3075 浅山　美貴 ｱｻﾔﾏ ﾐｷ 高1
3071 金田　有加 ｶﾈﾀﾞ ﾕｶ 高3

8 武蔵野 2436 畠中　朋香 ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ 高1
ﾑｻｼﾉ 高校 2440 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 高1

2435 大久保千尋 ｵｵｸﾎﾞ ﾁﾋﾛ 高1
2430 稲益麻亜子 ｲﾅﾏｽ ﾏｱｺ 高3
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