
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. 35 女子    200m   自由形   予選   7組 日本記録  1:58.78
大会記録  2:00.20

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 191 竹内　　梓 ﾀｹｳﾁ ｱｽﾞｻ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大2
2 904 惣内　千晴 ｿｳﾅｲ ﾁﾊﾙ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大3
3 135 工藤さやか ｸﾄﾞｳ ｻﾔｶ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大3
4 137 甲斐　裕子 ｶｲ ﾕｳｺ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大1
5 884 石垣　友美 ｲｼｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
6 907 大庭亜紗子 ｵｵﾊﾞ ｱｻｺ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大4
7 134 宮脇　慶子 ﾐﾔﾜｷ ｹｲｺ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大2
8 348 角崎　恵理 ｶﾄﾞｻｷ ｴﾘ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4

2組
1 1153 馬場　倫美 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾐ 別府溝部短大 ﾐｿﾞﾍﾞﾀﾝ 大2
2 522 馬場　晃子 ﾊﾞﾊﾞ ｱｷｺ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大2
3 514 櫻井　晴佳 ｻｸﾗｲ ﾊﾙｶ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大2
4 772 長屋　有香 ﾅｶﾞﾔ ﾕｶ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大2
5 989 槌屋　有希 ﾂﾁﾔ ﾕｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
6 164 菅谷真理子 ｽｶﾞﾔ ﾏﾘｺ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
7 584 北川　愛美 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大1
8 800 梅野真実子 ｳﾒﾉ ﾏﾐｺ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1

3組
1 72 竹村　香那 ﾀｹﾑﾗ ｶﾅ 玉川大 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
2 874 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
3 903 倉　みなみ ｸﾗ ﾐﾅﾐ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大2
4 646 永津多絵子 ﾅｶﾞﾂ ﾀｴｺ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
5 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
6 864 前田　恵里 ﾏｴﾀﾞ ｴﾘ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大2
7 665 森嶋めぐみ ﾓﾘｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4
8 613 坂本　里花 ｻｶﾓﾄ ﾘｶ 城西大 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞ 大4

4組
1 995 木本　奈甫 ｷﾓﾄ ﾅﾎ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
2 725 山口絵梨香 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘｶ 名古屋学院大 ﾒｲｶﾞｸｲﾝ 大2
3 343 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
4 810 奥村　　瞳 ｵｸﾑﾗﾋﾄﾐ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 812 横山　　玲 ﾖｺﾔﾏ ﾚｲ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
6 435 井上　美帆 ｲﾉｳｴ ﾐﾎ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
7 710 小野塚絵美 ｵﾉﾂﾞｶ ｴﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
8 1075 国広千夏子 ｸﾆﾋﾛ ﾁｶｺ 就実大 ｼｭｳｼﾞﾂﾀﾞ 大4

5組
1 686 熊崎　佳織 ｸﾏｻﾞｷ ｶｵﾘ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 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 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
4 13 小野　智子 ｵﾉ ｻﾄｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
5 634 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
6 109 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
7 414 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
8 957 建部　衣美 ﾀﾃﾍﾞ ｴﾐ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
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6組
1 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
2 85 佐藤　汐里 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 171 谷渕　綾乃 ﾀﾆﾌﾞﾁ ｱﾔﾉ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
4 1161 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大1
5 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
6 419 大倉亜希奈 ｵｵｸﾗ ｱｷﾅ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
7 614 井出あゆみ ｲﾃﾞ ｱﾕﾐ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
8 574 村上　誌穂 ﾑﾗｶﾐ ｼﾎ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大1

7組
1 1170 渡辺　瑞歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大2
2 928 山本　愛実 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
3 481 杉田　　好 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾐ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
4 409 三田　真希 ﾐﾀ ﾏｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
5 917 越智麻土香 ｵﾁ ﾏﾄﾞｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
6 248 飯塚つばさ ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾊﾞｻ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
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 64 遠藤美裕紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 玉川大 ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
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