
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. 37 女子    100m   バタフライ   予選   6組 日本記録    58.62
大会記録  1:00.42

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 821 守田　朱里 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾘ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 1062 櫻根　一葉 ｻｸﾗﾈ ｶｽﾞﾊ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大1
3 888 中田亜希美 ﾅｶﾀ ｱｹﾐ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
4 254 野村　奈央 ﾉﾑﾗ ﾅｵ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
5 909 中田めぐみ ﾅｶﾀ ﾒｸﾞﾐ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大2
6 175 中野ちえみ ﾅｶﾉ ﾁｴﾐ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
7 905 早田　衣里 ﾊﾔﾀ ｴﾘ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大4
8

2組
1 563 金内　　涼 ｶﾅｳﾁ ｽｽﾞ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大4
2 440 菊地原美代 ｷｸﾁﾊﾗ ﾐﾖ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
3 947 板井　恭子 ｲﾀｲ ｷｮｳｺ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
4 796 奥井　貴子 ｵｸｲ ﾀｶｺ 高岡法科大 ﾀｶｵｶﾎｳｶﾀ 大1
5 608 奈良岡未来 ﾅﾗｵｶ ﾐｷ 東北福祉大 ﾄｳﾌｸｼﾀﾞｲ 大2
6 339 鞘師小百合 ｻﾔｼ ｻﾕﾘ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
7 544 天野　裕子 ｱﾏﾉ ﾕｳｺ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大1
8 139 植田奈美子 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｺ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大2

3組
1 695 太田　朱里 ｵｵﾀ ｱｶﾘ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
2 955 加藤　朋子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大4
3 421 竹内芽ぐみ ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
4 312 山本さおり ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
5 130 安藤　　圭 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大3
6 1174 甲斐　佳恵 ｶｲ ﾖｼｴ ルーテル大 ﾙｰﾃﾙﾀﾞｲ 大1
7 1049 清水麻奈実 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ 同志社女子大 ﾄﾞｳｼﾞｮｼﾀ 大2
8 483 斉藤奈津美 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2

4組
1 549 内藤もも子 ﾅｲﾄｳ ﾓﾓｺ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大2
2 353 佐野　亜湖 ｻﾉ ｱｺ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
3 683 宮島　弘実 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
4 441 吉谷　玲奈 ﾖｼﾀﾆ ﾚｲﾅ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
5 117 八田　裕美 ﾊｯﾀ ﾕﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
6 879 小林　真衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
7 578 田邉　有紀 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大1
8 1093 慶尾　典子 ｹｲｵ ﾉﾘｺ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3

5組
1 7 高橋　典子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 337 宮竹　由紀 ﾐﾔﾀｹ ﾕｷ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
3 334 北田　麻子 ｷﾀﾀﾞ ｱｻｺ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
4 1105 上島　美香 ｳｴｼﾞﾏ ﾐｶ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
5 108 村上　真悠 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾕ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 631 川　　依里 ｶﾜ ｴﾘ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
7 96 上利　　藍 ｱｶﾞﾘ ｱｲ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
8 408 三浦　康子 ﾐｳﾗ ﾔｽｺ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
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6組
1 361 難波　　梓 ﾅﾝﾊﾞ ｱｽﾞｻ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3
2 24 中西　亜耶 ﾅｶﾆｼ ｱﾔ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
3 263 根岸　茉美 ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
4 1124 堀家　未央 ﾎﾘｹ ﾐｵ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
5 319 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
6 644 押味　正恵 ｵｼﾐ ﾏｻｴ 長岡大 ﾅｶﾞｵｶﾀﾞｲ 大1
7 1165 菅野あかね ｶﾝﾉ ｱｶﾈ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大4
8 692 増井　美香 ﾏｽｲ ﾐｶ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
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