
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.  7 女子    200m   背泳ぎ   予選   6組 日本記録  2:09.88
大会記録  2:11.19

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 803 茂野　容子 ｼｹﾞﾉ ﾖｳｺ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 748 片桐　紗稚 ｶﾀｷﾞﾘ ｻﾜｶ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ 大3
3 912 國吉　真令 ｸﾆﾖｼ ﾏﾘ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大2
4 819 山口　摩依 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
5 901 森本　倫枝 ﾓﾘﾓﾄ ﾉﾘｴ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大1
6 136 江渡　　恵 ｴﾄ ﾒｸﾞﾐ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大2
7 1102 児島　千紘 ｺｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
8 145 北村　奈々 ｷﾀﾑﾗ ﾅﾅ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大2

2組
1 823 松岡奈津姫 ﾏﾂｵｶﾅﾂｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
2 964 新田　悦子 ﾆｯﾀ ｴﾂｺ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大3
3 1018 栗田祐季絵 ｸﾘﾀ ﾕｷｴ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大1
4 915 柴田　　愛 ｼﾊﾞﾀ ｱｲ 甲南大 ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ 大3
5 190 仙北谷有喜 ｾﾝﾎﾟｸﾔ ﾕｷ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大1
6 887 池田　千容 ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
7 675 高嶋　友希 ﾀｶｼﾏ ﾕｷ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大1
8 654 近藤　真衣 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大1

3組
1 369 堀原　美里 ﾎﾘﾊﾗ ﾐｻﾄ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
2 132 蝦名　美紀 ｴﾋﾞﾅ ﾐｷ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大3
3 570 植野　希満 ｳｴﾉ ｷﾏ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大2
4 645 亀崎　未沙 ｶﾒｻﾞｷ ﾐｻ 清泉女子大 ｾｲｾﾝｼﾞｮｼ 大1
5 997 奥原由希子 ｵｸﾊﾗ ﾕｷｺ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
6 1178 杉原　佑来 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 島根大 ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大2
7 341 長田　明子 ｵｻﾀﾞ ｱｷｺ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
8 460 天野　志乃 ｱﾏﾉ ｼﾉ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4

4組
1 719 永瀬　陽香 ﾅｶﾞｾ ﾊﾙｶ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
2 238 川瀬　幸恵 ｶﾜｾ ﾕｷｴ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
3 182 野辺のぞみ ﾉﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
4 1159 五十嵐貴美 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大2
5 501 齊藤　喜子 ｻｲﾄｳ ﾖｼｺ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
6 183 矢ケ崎幸美 ﾔｶﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
7 416 前田　信子 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
8 82 栗田　朋美 ｸﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1

5組
1 871 高岡　幸恵 ﾀｶｵｶ ｻﾁｴ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
2 716 松山　孝美 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
3 417 村川亜里沙 ﾑﾗｶﾜ ｱﾘｻ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
4 433 伊藤　華英 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
5 304 安部　智絵 ｱﾍﾞ ﾄｼｴ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
6 1027 松本　　優 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大3
7 1087 下田　　彩 ｼﾓﾀﾞ ｱﾔ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
8 886 池田　益千 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2
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6組
1 554 湊谷絵里子 ﾐﾅﾄﾔ ｴﾘｺ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大4
2 1155 岡崎　　渚 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大2
3 682 及川真沙紀 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 112 中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 931 寺川　　綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
6 106 曽我部里奈 ｿｶﾞﾍﾞ ﾘﾅ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 627 勝野　早代 ｶﾂﾉ ｻﾖ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
8 913 與市園　舞 ﾖｲﾁｿﾞﾉ ﾏｲ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大3
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