
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.  5 女子    200m   バタフライ   予選   6組 日本記録  2:07.99
大会記録  2:10.46

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 561 仲田　祐子 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｺ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大3
2 145 大河原沙貴 ｵｵｶﾜﾗ ｻｷ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大1
3 234 小管　麻美 ｺｽｹﾞ ｱｻﾐ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
4 766 小川さやか ｵｶﾞﾜ ｻﾔｶ 金沢大学 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大1
5 890 阿佐友季子 ｱｻ ﾕｷｺ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
6 245 堀口　理奈 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘﾅ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
7 562 田邉　有紀 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大2
8 903 田中さや香 ﾀﾅｶ ｻﾔｶ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大3

2組
1 128 安藤　　圭 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大4
2 433 菊地原美代 ｷｸﾁﾊﾗ ﾐﾖ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
3 617 藤田　　泉 ﾌｼﾞﾀ ｲｽﾞﾐ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
4 865 太田    愛 ｵｵﾀ ｱｲ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
5 342 佐野　亜湖 ｻﾉ ｱｺ 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
6 1185 櫻根　一葉 ｻｸﾗﾈ ｶｽﾞﾊ 岡山大学 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大2
7 269 冷清水理恵 ﾋﾔｼﾐｽﾞ ﾘｴ 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
8 582 奈良岡未来 ﾅﾗｵｶ ﾐｷ 東北福祉大学 ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大3

3組
1 678 吉田　沙記 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
2 184 塩島恵理奈 ｼｵｼﾞﾏ ｴﾘﾅ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大1
3 434 吉谷　玲奈 ﾖｼﾀﾆ ﾚｲﾅ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
4 93 上利　　藍 ｱｶﾞﾘ ｱｲ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 146 大川多美子 ｵｵｶﾜ ﾀﾐｺ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
6 806 守田  朱里 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾘ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 459 関　　沙織 ｾｷ ｻｵﾘ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
8 471 斉藤奈津美 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3

4組
1 22 浅井　晴菜 ｱｻｲ ﾊﾙﾅ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
2 404 三田　真希 ﾐﾀ ﾏｷ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
3 113 八田　裕美 ﾊｯﾀ ﾕﾐ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 1147 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
5 1142 森本　里華 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｶ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
6 11 高橋　典子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
7 699 増井　美香 ﾏｽｲ ﾐｶ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
8 525 天野　裕子 ｱﾏﾉ ﾕｳｺ 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大2

5組
1 702 太田　朱里 ｵｵﾀ ｱｶﾘ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
2 1104 堀家　未央 ﾎﾘｹ ﾐｵ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
3 530 内藤もも子 ﾅｲﾄｳ ﾓﾓｺ 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大3
4 939 佐々木  恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
5 326 北田　麻子 ｷﾀﾀﾞ ｱｻｺ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
6 253 根岸　茉美 ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
7 601 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
8 313 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
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6組
1 74 岡崎　知佳 ｵｶｻﾞｷ ﾁｶ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
2 1004 藤田紗和美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾜﾐ 関西大学 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大3
3 938 今井  美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
4 613 川　　依里 ｶﾜ ｴﾘ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
5 1076 黒木　綾乃 ｸﾛｷ ｱﾔﾉ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
6 308 山本さおり ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
7 449 大長　有紀 ﾀﾞｲﾁｮｳ ﾕｷ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
8 931 板井  恭子 ｲﾀｲ ｷｮｳｺ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
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