
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. 61 女子    100m   自由形   予選   7組 日本記録    54.97
大会記録    55.44

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 574 村上　誌穂 ﾑﾗｶﾐ ｼﾎ 国際武道大 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大1
2 348 角崎　恵理 ｶﾄﾞｻｷ ｴﾘ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4
3 194 武田　有里 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大1
4 32 名倉　侑花 ﾅｸﾞﾗ ﾕｶ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
5 191 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
6 342 土屋めぐみ ﾂﾁﾔ ﾒｸﾞﾐ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
7 646 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
8 810 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

2組
1 614 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
2 666 田口　陽子 ﾀｸﾞﾁ ﾖｳｺ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
3 634 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
4 1156 河嶋　千晶 ｶﾜｼﾏ ﾁｱｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大3
5 438 河村　美帆 ｶﾜﾑﾗ ﾐﾎ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
6 903 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
7 184 佐々木加奈恵 ｻｻｷ ｶﾅｴ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大2
8 906 村尾　玲子 ﾑﾗｵ ﾚｲｺ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大1

3組
1 349 岩崎　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
2 169 大原　摩耶 ｵｵﾊﾗ ﾏﾔ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
3 1175 山城　　円 ﾔﾏｼﾛ ﾏﾄﾞｶ 沖縄国際大 ｵｷﾅﾜｺｸｻｲ 大4 棄権
4 884 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
5 514 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
6 653 近松　未夢 ﾁｶﾏﾂ ﾐﾕ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2
7 144 平澤　　愛 ﾋﾗｻﾜ ｱｲ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大4
8 897 岡留亜里沙 ｵｶﾄﾞﾒ ｱﾘｻ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大2

4組
1 879 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
2 138 佐藤　花恵 ｻﾄｳ ﾊﾅｴ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大1
3 957 建部　衣美 ﾀﾃﾍﾞ ｴﾐ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
4 414 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
5 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
6 171 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
7 149 宮川　　梓 ﾐﾔｶﾜ ｱｽﾞｻ 立正大 ﾘｯｼｮｳﾀﾞｲ 大1
8 164 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

5組
1 702 福地　尚美 ﾌｸﾁ ﾅｵﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
2 1080 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
3 111 中山　仁美 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 413 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
5 248 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
6 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
7 642 中嶋美保子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎｺ 前橋国際大 ﾏｴｺｸﾀﾞｲ 大2
8 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
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6組
1 1010 富田麻由美 ﾄﾐﾀ ﾏﾕﾐ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大1
2 512 杉本　雪華 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大1
3 1050 向井　　翠 ﾑｶｲ ﾐﾄﾞﾘ 広島修道大 ﾋﾛｼﾏｼｭｳﾄ 大4
4 513 柏谷　悠紀 ｶｼﾜﾔ ﾕｳｷ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大1
5 99 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 1098 山下　祐芽 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾒ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
7 222 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
8 999 吉神　　歩 ﾖｼｶﾞﾐ ｱﾕﾐ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1

7組
1 1095 高森　早希 ﾀｶﾓﾘ ｻｷ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
2 404 佐々木純子 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
3 700 田中　　結 ﾀﾅｶ ﾕｲ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 11 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
5 14 新槇香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
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
7 722 鎌田　千絋 ｶﾏﾀ ﾁﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
8 644 押味　正恵 ｵｼﾐ ﾏｻｴ 長岡大 ﾅｶﾞｵｶﾀﾞｲ 大1
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