
第80回日本学生選手権水泳競技大会                  
                                                  
相模原市立総合水泳場                              

スタートリスト

競技No.  3 女子    400m   自由形   予選   6組 日本記録  4:07.23
大会記録  4:13.37

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 874 坂上　智美 ｻｶｳｴ ﾄﾓﾐ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
2 68 山崎　　優 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 玉川大 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
3 989 槌屋　有希 ﾂﾁﾔ ﾕｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
4 672 鈴木　芳子 ｽｽﾞｷ ﾖｼｺ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
5 657 月足　　希 ﾂｷｱｼ ﾉｿﾞﾐ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大1
6 343 飯田　美紀 ｲｲﾀﾞ ﾐｷ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
7 72 竹村　香那 ﾀｹﾑﾗ ｶﾅ 玉川大 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
8 231 三宮　夏沙 ｻﾝﾐﾔ ﾅｻ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1

2組
1 435 井上　美帆 ｲﾉｳｴ ﾐﾎ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
2 189 神尾　智恵 ｶﾐｵ ﾁｴ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大4
3 188 新井　　麦 ｱﾗｲ ﾑｷﾞ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大3
4 877 柴崎　愛子 ｼﾊﾞｻｷ ｱｲｺ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2
5 1151 中道　夏希 ﾅｶﾐﾁ ﾅﾂｷ 別府溝部短大 ﾐｿﾞﾍﾞﾀﾝ 大1
6 824 松野　　錦 ﾏﾂﾉﾆｼｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
7 1034 田中絵理奈 ﾀﾅｶ ｴﾘﾅ 関西外国語大 ｶﾝｻｲｶﾞｲﾀ 大4
8 560 海老塚あき ｴﾋﾞﾂﾞｶ ｱｷ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大1

3組
1 689 成瀬　香子 ﾅﾙｾ ｷｮｳｺ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
2 187 秋山　絵美 ｱｷﾔﾏ ｴﾐ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大3
3 1125 矢野　咲子 ﾔﾉ ｻｷｺ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
4 1019 山口　栄美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾐ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大2
5 990 田村　彩子 ﾀﾑﾗ ｱﾔｺ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
6 338 山口　綾乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
7 580 日高仁慈子 ﾋﾀﾞｶ ﾆｼﾞｺ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大2
8 632 前嶋　綾子 ﾏｴｼﾞﾏ ｱﾔｺ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1

4組
1 428 牧野　亜弓 ﾏｷﾉ ｱﾕﾐ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
2 107 村上　真耶 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾔ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
3 407 作道侑希子 ﾂｸﾘﾐﾁ ﾕｷｺ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
4 641 貴田　裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 前橋国際大 ﾏｴｺｸﾀﾞｲ 大1
5 88 三角　知子 ﾐｽﾐ ﾄﾓｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 1015 岸田　郁子 ｷｼﾀﾞ ｲｸｺ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大1
7 481 杉田　　好 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾐ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
8 1077 島本　千絵 ｼﾏﾓﾄ ﾁｴ 広島文教女子 ﾋﾛﾌﾞﾝｼﾞｮ 大2

5組
1 81 宮脇　星子 ﾐﾔﾜｷ ｾｲｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
2 1173 本村　真弓 ﾓﾄﾑﾗ ﾏﾕﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大3
3 679 丸島由起子 ﾏﾙｼﾏ ﾕｷｺ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 1021 山田沙知子 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁｺ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大3
5 928 山本　愛実 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
6 33 野崎　千帆 ﾉｻﾞｷ ﾁﾎ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
7 812 横山　　玲 ﾖｺﾔﾏ ﾚｲ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
8 831 大川　真由 ｵｵｶﾜ ﾏﾕ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 13 小野　智子 ｵﾉ ｻﾄｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 1112 池田　美穂 ｲｹﾀﾞ ﾐﾎ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
3 917 越智麻土香 ｵﾁ ﾏﾄﾞｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
4 1163 柴田　亜衣 ｼﾊﾞﾀ ｱｲ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大4
5 921 岩井　佳苗 ｲﾜｲ ｶﾅｴ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
6 1150 山口　玲奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾅ 別府溝部短大 ﾐｿﾞﾍﾞﾀﾝ 大1
7 953 越智麻菜美 ｵﾁﾏﾅﾐ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
8 1172 飯岡　玉貴 ｲｲｵｶ ﾀﾏｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大1
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