
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. 67 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
大会記録  3:50.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 金沢大 783 高松　志帆 ﾀｶﾏﾂ ｼﾎ 大3

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 792 吉澤　　梓 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｽﾞｻ 大1
790 夏堀　絵理 ﾅﾂﾎﾘ ｴﾘ 大1
791 佐原　周子 ｻﾊﾗ ｼｭｳｺ 大1

2 熊本大 1133 北野　康恵 ｷﾀﾉ ﾔｽｴ 大2
ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ 1134 門田　美智 ｶﾄﾞﾀ ﾐﾁ 大1

1131 榎田　佳那 ｴﾉｷﾀﾞ ｶﾅ 大3
1132 山田　弥奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅ 大2

3 広島大 1065 児玉　　尚 ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 大3
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 1066 菅　　涼子 ｶﾝ ﾘｮｳｺ 大3

1063 甲元　公子 ｺｳﾓﾄ ﾏｻｺ 大1
1067 西尾麻矢子 ﾆｼｵ ﾏﾔｺ 大1

4 別府溝部短大 1153 馬場　倫美 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾐ 大2
ﾐｿﾞﾍﾞﾀﾝ 1150 山口　玲奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾅ 大1

1151 中道　夏希 ﾅｶﾐﾁ ﾅﾂｷ 大1
1152 日高はるみ ﾋﾀﾞｶ ﾊﾙﾐ 大2

5 愛知教育大 777 小川明日香 ｵｶﾞﾜ ｱｽｶ 大1
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 774 田中さやか ﾀﾅｶ ｻﾔｶ 大3

773 白川　綾乃 ｼﾗｶﾜ ｱﾔﾉ 大3
772 長屋　有香 ﾅｶﾞﾔ ﾕｶ 大2

6 岐阜大 753 門田理代子 ｶﾄﾞﾀ ﾘﾖｺ 大1
ｷﾞﾌﾀﾞｲ 751 中村　佳代 ﾅｶﾑﾗ ｶﾖ 大4

748 片桐　紗稚 ｶﾀｷﾞﾘ ｻﾜｶ 大3
749 小池友香理 ｺｲｹ ﾕｶﾘ 大3

7 熊本学園大 1141 杉山　琴美 ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾄﾐ 大4
ｸﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 1142 清水絵美子 ｼﾐｽﾞ ｴﾐｺ 大2

1145 谷川　恵里 ﾀﾆｶﾞﾜ ｴﾘ 大2
1144 大岩　瑞佳 ｵｵｲﾜ ﾐｽﾞｶ 大1
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2組
1 玉川大 72 竹村　香那 ﾀｹﾑﾗ ｶﾅ 大2

ﾀﾏｶﾞﾜﾀﾞｲ 68 山崎　　優 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 大2
65 岡　明日香 ｵｶ ｱｽｶ 大4
64 遠藤美裕紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 大2

2 国際武道大 560 海老塚あき ｴﾋﾞﾂﾞｶ ｱｷ 大1
ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 584 北川　愛美 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 大1

570 植野　希満 ｳｴﾉ ｷﾏ 大2
574 村上　誌穂 ﾑﾗｶﾐ ｼﾎ 大1

3 東海大 481 杉田　　好 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾐ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 468 奥田　麻里 ｵｸﾀﾞ ﾏﾘ 大3

489 町　　祐希 ﾏﾁ ﾕｳｷ 大1
501 齊藤　喜子 ｻｲﾄｳ ﾖｼｺ 大3

4 関西外国語大 1035 福井みずほ ﾌｸｲ ﾐｽﾞﾎ 大4
ｶﾝｻｲｶﾞｲﾀﾞｲ 1034 田中絵理奈 ﾀﾅｶ ｴﾘﾅ 大4

1036 鳴神　沙紀 ﾅﾙｶﾐ ｻｷ 大1
1033 稲生　美帆 ｲﾉｳ ﾐﾎ 大3

5 青山学院大 343 飯田　美紀 ｲｲﾀﾞ ﾐｷ 大3
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 342 土屋めぐみ ﾂﾁﾔ ﾒｸﾞﾐ 大2

341 長田　明子 ｵｻﾀﾞ ｱｷｺ 大3
337 宮竹　由紀 ﾐﾔﾀｹ ﾕｷ 大1

6 順天堂大 551 冨田麻由美 ﾄﾐﾀ ﾏﾕﾐ 大2
ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 554 湊谷絵里子 ﾐﾅﾄﾔ ｴﾘｺ 大4

549 内藤もも子 ﾅｲﾄｳ ﾓﾓｺ 大2
544 天野　裕子 ｱﾏﾉ ﾕｳｺ 大1

7 大阪体育大 800 梅野真実子 ｳﾒﾉ ﾏﾐｺ 大1
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 823 松岡奈津姫 ﾏﾂｵｶﾅﾂｷ 大2

833 滝川　奈々 ﾀｷｶﾞﾜﾅﾅ 大3
810 奥村　　瞳 ｵｸﾑﾗﾋﾄﾐ 大4

8 岡山大 1056 築田　祥子 ﾁｸﾀﾞ ｼｮｳｺ 大2
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 1060 平松美紗都 ﾋﾗﾏﾂ ﾐｻﾄ 大2

1062 櫻根　一葉 ｻｸﾗﾈ ｶｽﾞﾊ 大1
1055 赤木裕加子 ｱｶｷﾞ ﾕｶｺ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 東京女子体大 184 佐々木加奈恵 ｻｻｷ ｶﾅｴ 大2

ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 194 武田　有里 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 大1
193 藤田　裕子 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｺ 大4
191 竹内　　梓 ﾀｹｳﾁ ｱｽﾞｻ 大2

2 日本大 棄権
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学

3 山梨学院大 630 西塔　侑佳 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 大3
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 632 前嶋　綾子 ﾏｴｼﾞﾏ ｱﾔｺ 大1

614 井出あゆみ ｲﾃﾞ ｱﾕﾐ 大1
634 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 大1

4 慶應義塾大 169 大原　摩耶 ｵｵﾊﾗ ﾏﾔ 大1
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 183 矢ケ崎幸美 ﾔｶﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 大2

164 菅谷真理子 ｽｶﾞﾔ ﾏﾘｺ 大1
171 谷渕　綾乃 ﾀﾆﾌﾞﾁ ｱﾔﾉ 大4

5 拓殖大 247 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ 大3
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 243 竹内　浩美 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾐ 大1

222 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 大2
248 飯塚つばさ ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾊﾞｻ 大4

6 日女体大 144 平澤　　愛 ﾋﾗｻﾜ ｱｲ 大4
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀﾞｲ 139 植田奈美子 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｺ 大2

137 甲斐　裕子 ｶｲ ﾕｳｺ 大1
138 佐藤　花恵 ｻﾄｳ ﾊﾅｴ 大1

7 専修大 349 岩崎　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ 大1
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 361 難波　　梓 ﾅﾝﾊﾞ ｱｽﾞｻ 大3

357 水島　　茜 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｶﾈ 大3
348 角崎　恵理 ｶﾄﾞｻｷ ｴﾘ 大4

8 同志社大 953 越智麻菜美 ｵﾁ ﾏﾅﾐ 大2
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ 957 建部　衣美 ﾀﾃﾍﾞ ｴﾐ 大2

968 足立真梨子 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘｺ 大3
955 加藤　朋子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 大4

Page: 3/5 Printing: 2004/09/05 8:57:14

学関東

学関西

加　盟

学関東

学関東

学関東

学関東

学関東

学関東



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. 67 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
大会記録  3:50.25

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 愛知学院大 646 永津多絵子 ﾅｶﾞﾂ ﾀｴｺ 大3

ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 653 近松　未夢 ﾁｶﾏﾂ ﾐﾕ 大2
666 田口　陽子 ﾀｸﾞﾁ ﾖｳｺ 大3
665 森嶋めぐみ ﾓﾘｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 大4

2 天理大 990 田村　彩子 ﾀﾑﾗ ｱﾔｺ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 1004 佐野由嘉乃 ｻﾉ ﾕｶﾉ 大2

995 木本　奈甫 ｷﾓﾄ ﾅﾎ 大1
999 吉神　　歩 ﾖｼｶﾞﾐ ｱﾕﾐ 大1

3 中京大 702 福地　尚美 ﾌｸﾁ ﾅｵﾐ 大1
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ 682 及川真沙紀 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ 大3

700 田中　　結 ﾀﾅｶ ﾕｲ 大3
722 鎌田　千絋 ｶﾏﾀ ﾁﾋﾛ 大3

4 法政大 14 新槇香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 5 宮尾　寿恵 ﾐﾔｵ ﾋｻｴ 大2

13 小野　智子 ｵﾉ ｻﾄｺ 大1
11 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 大4

5 鹿屋体育大 1161 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 大1
ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 1170 渡辺　瑞歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 大2

1162 山本　雅子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ 大1
1163 柴田　亜衣 ｼﾊﾞﾀ ｱｲ 大4

6 近畿大 917 越智麻土香 ｵﾁ ﾏﾄﾞｶ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 921 岩井　佳苗 ｲﾜｲ ｶﾅｴ 大1

928 山本　愛実 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 大2
931 寺川　　綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 大2

7 武庫川女子大 908 竹原　久美 ﾀｹﾊﾗ ｸﾐ 大1
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞ 903 倉　みなみ ｸﾗ ﾐﾅﾐ 大2

906 村尾　玲子 ﾑﾗｵ ﾚｲｺ 大1
897 岡留亜里沙 ｵｶﾄﾞﾒ ｱﾘｻ 大2

8 東北福祉大 594 伊藤　　碧 ｲﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 大3
ﾄｳﾌｸｼﾀﾞｲ 608 奈良岡未来 ﾅﾗｵｶ ﾐｷ 大2

607 藤井　千夏 ﾌｼﾞｲ ﾁﾅﾂ 大2
602 三橋　園子 ﾐﾂﾊｼ ｿﾉｺ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 大阪教育大 835 稲森あゆみ ｲﾅﾓﾘ ｱﾕﾐ 大1

ﾀﾞｲｷｮｳﾀﾞｲ 860 木本　知甫 ｷﾓﾄ ﾁﾎ 大1
849 川辺芙美子 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ 大2
861 柳田　佳美 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼﾐ 大4

2 関西大 1010 富田麻由美 ﾄﾐﾀ ﾏﾕﾐ 大1
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 1009 藤田紗和美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾜﾐ 大2

1012 印藤あかり ｲﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 大2
1015 岸田　郁子 ｷｼﾀﾞ ｲｸｺ 大1

3 福岡大 1119 内川由香里 ｳﾁｶﾜ ﾕｶﾘ 大1
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 1117 椿　　杏澄 ﾂﾊﾞｷ ｱｽﾞﾐ 大2

1105 上島　美香 ｳｴｼﾞﾏ ﾐｶ 大4
1124 堀家　未央 ﾎﾘｹ ﾐｵ 大3

4 早稲田大 422 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 大2
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 409 三田　真希 ﾐﾀ ﾏｷ 大3

412 重田智絵美 ｼｹﾞﾀ ﾁｴﾐ 大1
414 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ 大3

5 日本体育大 85 佐藤　汐里 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 111 中山　仁美 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄﾐ 大1

109 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 大1
81 宮脇　星子 ﾐﾔﾜｷ ｾｲｺ 大4

6 筑波大 304 安部　智絵 ｱﾍﾞ ﾄｼｴ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 334 北田　麻子 ｷﾀﾀﾞ ｱｻｺ 大3

319 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 大2
312 山本さおり ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ 大1

7 関西学院大 879 小林　真衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 大1
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝ 877 柴崎　愛子 ｼﾊﾞｻｷ ｱｲｺ 大2

874 坂上　智美 ｻｶｳｴ ﾄﾓﾐ 大1
884 石垣　友美 ｲｼｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 大3

8 東北学院大 512 杉本　雪華 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ 大1
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 513 柏谷　悠紀 ｶｼﾜﾔ ﾕｳｷ 大1

514 櫻井　晴佳 ｻｸﾗｲ ﾊﾙｶ 大2
510 安田　奈緒 ﾔｽﾀ ﾅｵ 大3
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