
第81回日本学生選手権水泳競技大会                  
                                                  
大阪府門真市なみはやドーム                        

スタートリスト

競技No.  3 女子    400m   自由形   予選   6組 日本記録  4:06.74
大会記録  4:11.56

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 133 宮脇　慶子 ﾐﾔﾜｷ ｹｲｺ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
3 233 三宮　夏沙 ｻﾝﾐﾔ ﾅｻ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
4 1130 中道　夏希 ﾅｶﾐﾁ ﾅﾂｷ 別府溝部短大 ﾍﾞｯﾌﾟﾐｿﾞ 大2
5 189 秋山　絵美 ｱｷﾔﾏ ｴﾐ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大4
6 1131 芳賀　歩美 ﾊｶﾞ ｱﾕﾐ 別府溝部短大 ﾍﾞｯﾌﾟﾐｿﾞ 大1
7 399 高田麻里葉 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾘﾊ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
8

2組
1 1007 山口  栄美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾐ 関西大学 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大3
2 819 堀内  友代 ﾎﾘｳﾁ ﾄﾓﾖ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
3 619 古河　明子 ｺｶﾞ ｱｷｺ 昭和女子大学 ｼｮｳﾜｼﾞｮｼ 大1
4 73 井上　祐恵 ｲﾉｳｴ ｻﾁｴ 成蹊大学 ｾｲｹｲﾀﾞｲ 大1
5 256 山本真唯子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲｺ 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
6 680 隅田　奈々 ｽﾐﾀ ﾅﾅ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
7 329 山口　綾乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 青山学院大学 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
8 646 月足　　希 ﾂｷｱｼ ﾉｿﾞﾐ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2

3組
1 940 藤嶋  彩香 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
2 470 杉田　　好 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾐ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
3 1091 池田　美穂 ｲｹﾀﾞ ﾐﾎ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
4 616 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
5 632 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 新潟医療福祉 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
6 876 坂上  智美 ｻｶｳｴ ﾄﾓﾐ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2
7 897 倉　みなみ ｸﾗ ﾐﾅﾐ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大3
8 628 山下　花織 ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾘ 新潟医療福祉 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1

4組
1 563 日高仁慈子 ﾋﾀﾞｶ ﾆｼﾞｺ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大3
2 1127 山口　玲奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾅ 別府溝部短大 ﾍﾞｯﾌﾟﾐｿﾞ 大2
3 18 小野　智子 ｵﾉ ｻﾄｺ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
4 921 越智麻土香 ｵﾁ ﾏﾄﾞｶ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
5 1150 米永　智香 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾁｶ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
6 474 大久保真実 ｵｵｸﾎﾞ ﾏﾐ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
7 1012 岸田  郁子 ｷｼﾀﾞ ｲｸｺ 関西大学 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大2
8 339 宮杉　理紗 ﾐﾔｽｷﾞ ﾘｻ 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1

5組
1 967 越智麻菜美 ｵﾁ ﾏﾅﾐ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大3
2 1149 飯岡　玉貴 ｲｲｵｶ ﾀﾏｷ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
3 1139 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 620 貴田　裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 前橋国際大学 ﾏｴｺｸﾀﾞｲ 大2
5 676 丸島由起子 ﾏﾙｼﾏ ﾕｷｺ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 101 前原　雅恵 ﾏｴﾊﾗ ﾏｻｴ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
7 6 吉村　裕美 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾐ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
8 415 大倉亜希奈 ｵｵｸﾗ ｱｷﾅ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
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6組
1 809 大川  真由 ｵｵｶﾜ ﾏﾕ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
2 79 吉村　志保 ﾖｼﾑﾗ ｼﾎ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
3 88 三角　知子 ﾐｽﾐ ﾄﾓｺ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 998 山田沙知子 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁｺ 関西大学 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
5 932 岩井  佳苗 ｲﾜｲ ｶﾅｴ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
6 36 野崎　千帆 ﾉｻﾞｷ ﾁﾎ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
7 869 柴崎  愛子 ｼﾊﾞｻｷ ｱｲｺ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
8 431 加藤亜衣奈 ｶﾄｳ ｱｲﾅ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
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