
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. 65 女子    200m   平泳ぎ   予選   6組 日本記録  2:24.12
大会記録  2:27.71

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 773 白川　綾乃 ｼﾗｶﾜ ｱﾔﾉ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大3
3 933 晴間　　彩 ﾊﾚﾏ ｱﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
4 1064 黒坂　志穂 ｸﾛｻｶ ｼﾎ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大3
5 876 寺本　里織 ﾃﾗﾓﾄ ｻｵﾘ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
6 141 石垣　未来 ｲｼｶﾞｷ ﾐｸ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大1
7 826 政吉実沙子 ﾏｻﾖｼﾐｻｺ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
8

2組
1 1092 橋口　　優 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
2 983 西尾　依子 ﾆｼｵ ﾖﾘｺ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
3 889 嶋　ゆかり ｼﾏ ﾕｶﾘ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
4 998 角田　顕子 ｽﾐﾀﾞ ｱｷｺ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
5 898 後藤由香里 ｺﾞﾄｳ ﾕｶﾘ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大4
6 825 成瀬　未麻 ﾅﾙｾﾐﾏ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
7 1068 花山奈緒子 ﾊﾅﾔﾏ ﾅｵｺ 松山大 ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ 大2
8 813 岡崎　真衣 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1

3組
1 363 鈴木　展子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3
2 541 大塚　麻衣 ｵｵﾂｶ ﾏｲ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大3
3 235 深井　智子 ﾌｶｲ ﾄﾓｺ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
4 1154 木村　有花 ｷﾑﾗ ﾕｶ 別府溝部短大 ﾐｿﾞﾍﾞﾀﾝ 大1
5 143 樋之口育代 ﾋﾉｸﾞﾁ ｲｸﾖ 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀ 大4
6 240 大橋　沙起 ｵｵﾊｼ ｻｷ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
7 900 小谷彩希子 ｺﾀﾆ ｻｷｺ 武庫川女子大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮ 大4
8 309 江田　香織 ｴﾀﾞ ｶｵﾘ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4

4組
1 1106 斉藤　純子 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
2 703 林　　由記 ﾊﾔｼ ﾕｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
3 443 佐久間敦子 ｻｸﾏ ｱﾂｺ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
4 329 白田　亜弓 ｼﾗﾀ ｱﾕﾐ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
5 94 松﨑　由紀 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
6 970 直木　　史 ﾅｵｷ ﾌﾐ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大1
7 426 縄田さなえ ﾅﾜﾀ ｻﾅｴ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
8 676 佐藤恵里子 ｻﾄｳ ｴﾘｺ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4

5組
1 120 豊田　千春 ﾄﾖﾀ ﾁﾊﾙ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
2 6 近藤ゆかり ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
3 410 三輪　芳美 ﾐﾜ ﾖｼﾐ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
4 98 人見　志乃 ﾋﾄﾐ ｼﾉ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
5 711 小林　寛子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
6 34 和田　尚子 ﾜﾀﾞ ﾅｵｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
7 630 西塔　侑佳 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
8 985 川端　一世 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾖ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
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競技No. 65 女子    200m   平泳ぎ   予選   6組 日本記録  2:24.12
大会記録  2:27.71

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 344 木下　麻美 ｷﾉｼﾀ ｱｻﾐ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
2 466 對馬　香枝 ﾂｼﾏ ｶｴ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
3 499 鷲尾　　綾 ﾜｼｵ ｱﾔ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
4 678 丸山　亮子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｺ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
5 849 川辺芙美子 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳﾀﾞ 大2
6 1082 奥田　実鈴 ｵｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
7 1164 森本　里華 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｶ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大3
8 220 井上真由美 ｲﾉｳｴ ﾏﾕﾐ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
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