
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. 11 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:44.22
大会記録  1:44.22

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 松山大学 1190 井上葉留香 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 大3

ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ 1198 嶋　夏菜子 ｼﾏ ｶﾅｺ 大4
1195 十河　直美 ﾄｳｺﾞｳ ﾅｵﾐ 大1
1193 佐藤　茉乃 ｻﾄｳ ﾏﾉ 大4

2 東京女子体育大学 187 佐々木加奈恵 ｻｻｷ ｶﾅｴ 大3
ﾄﾝｼﾞｮｼﾀｲﾀﾞｲ 193 田村　侑子 ﾀﾑﾗ ﾕｳｺ 大4

190 清水茉莉絵 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｴ 大1
194 武田　有里 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 大2

3 岡山大学 1168 陰平　悠花 ｶｹﾞﾋﾗ ﾕｳｶ 大1
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 1185 櫻根　一葉 ｻｸﾗﾈ ｶｽﾞﾊ 大2

1174 小野　智世 ｵﾉ ﾄﾓﾖ 大2
1176 赤木裕加子 ｱｶｷﾞ ﾕｶｺ 大3

4 大阪体育大学 794 滝川  奈々 ﾀｷｶﾞﾜ ﾅﾅ 大4
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ 811 横山    玲 ﾖｺﾔﾏ ﾚｲ 大2

820 四方  梨緒 ｼｶﾀ ﾘｵ 大1
821 河合  宝江 ｶﾜｲ ﾄﾐｴ 大1

5 岐阜大学 741 行澤八千代 ﾕｷｻﾞﾜ ﾔﾁﾖ 大1
ｷﾞﾌﾀﾞｲ 745 小澤真貴子 ｵｻﾞﾜ ﾏｷｺ 大1

749 門田理代子 ｶﾄﾞﾀ ﾘﾖｺ 大2
744 小池友香理 ｺｲｹ ﾕｶﾘ 大4

6 愛知教育大学 753 長屋　有香 ﾅｶﾞﾔ ﾕｶ 大3
ｱｲﾁｷｮｳｲｸﾀﾞｲ 751 小川明日香 ｵｶﾞﾜ ｱｽｶ 大2

755 萩原　夕貴 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 大1
754 田中さやか ﾀﾅｶ ｻﾔｶ 大4

7 別府溝部短期大学 1126 甲斐　小彩 ｶｲ ｻﾔ 大1
ﾍﾞｯﾌﾟﾐｿﾞﾍﾞ 1131 芳賀　歩美 ﾊｶﾞ ｱﾕﾐ 大1

1128 小川　　恵 ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 大1
1130 中道　夏希 ﾅｶﾐﾁ ﾅﾂｷ 大2
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2組
1 順天堂大学 522 大津留美雪 ｵｵﾂﾙ ﾐﾕｷ 大1

ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳ 525 天野　裕子 ｱﾏﾉ ﾕｳｺ 大2
530 内藤もも子 ﾅｲﾄｳ ﾓﾓｺ 大3
514 山田　由佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 大1

2 金沢大学 761 吉澤　　梓 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｽﾞｻ 大2
ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 768 中村　　操 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｵ 大2

772 平田英莉子 ﾋﾗﾀ ｴﾘｺ 大2
766 小川さやか ｵｶﾞﾜ ｻﾔｶ 大1

3 東洋大学 386 土田かおり ﾂﾁﾀﾞ ｶｵﾘ 大2
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 385 辻中　麻江 ﾂｼﾞﾅｶ ｱｻｴ 大1

392 立花　有規 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｷ 大1
381 吉田絵理菜 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘﾅ 大1

4 東北学院大学 497 杉本　雪華 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ 大2
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 499 柏谷　悠紀 ｶｼﾜﾔ ﾕｳｷ 大2

500 櫻井　晴佳 ｻｸﾗｲ ﾊﾙｶ 大3
498 村田かおる ﾑﾗﾀ ｶｵﾙ 大1

5 立命館大学 1042 土橋　茜子 ﾂﾁﾊｼ ｱｶﾈ 大1
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 1032 柴山　知美 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄﾓﾐ 大1

1041 田中古都美 ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ 大1
1038 草深　亜紅 ｸｻﾌｶ ｱｺ 大2

6 愛知学院大学 643 近松　未夢 ﾁｶﾏﾂ ﾐﾕ 大3
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 662 田口　陽子 ﾀｸﾞﾁ ﾖｳｺ 大4

636 永津多絵子 ﾅｶﾞﾂ ﾀｴｺ 大4
646 月足　　希 ﾂｷｱｼ ﾉｿﾞﾐ 大2

7 東北福祉大学 579 渡辺　瑠美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾐ 大1
ﾄｳﾎｸﾌｸｼﾀﾞｲ 580 渡邉　　圭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 大2

582 奈良岡未来 ﾅﾗｵｶ ﾐｷ 大3
581 藤井　千夏 ﾌｼﾞｲ ﾁﾅﾂ 大3

8 関西学院大学 874 小林  真衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 大2
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 870 福島由美子 ﾌｸｼﾏ ﾕﾐｺ 大3

876 坂上  智美 ｻｶｳｴ ﾄﾓﾐ 大2
866 石垣  友美 ｲｼｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 大4

Page: 2/5 Printing: 2005/09/02 14:01:04

学関西

加　盟

学関東

学関西

学中部

学関東

学関東

学中部

学関東



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. 11 女子    200m   リレー   予選   5組 日本記録  1:44.22
大会記録  1:44.22

水路 チーム名 泳者 学年
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3組
1 立教大学 256 山本真唯子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｲｺ 大1

ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 269 冷清水理恵 ﾋﾔｼﾐｽﾞ ﾘｴ 大1
253 根岸　茉美 ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ 大2
262 石川恵美子 ｲｼｶﾜ ｴﾐｺ 大4

2 東海大学 488 齊藤　喜子 ｻｲﾄｳ ﾖｼｺ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 465 佐藤　仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 大1

479 町　　祐希 ﾏﾁ ﾕｳｷ 大2
470 杉田　　好 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾐ 大4

3 慶應義塾大学 170 菅谷真理子 ｽｶﾞﾔ ﾏﾘｺ 大2
ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸ 183 矢ケ崎幸美 ﾔｶﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 大3

175 大原　摩耶 ｵｵﾊﾗ ﾏﾔ 大2
180 内藤千紗子 ﾅｲﾄｳ ﾁｻｺ 大4

4 法政大学 19 新槙香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 18 小野　智子 ｵﾉ ｻﾄｺ 大2

28 中村　美穂 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾎ 大1
35 名倉　侑花 ﾅｸﾞﾗ ﾕｶ 大3

5 鹿屋体育大学 1141 植田富祐美 ｳｴﾀﾞ ﾌﾕﾐ 大1
ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀﾞｲ 1153 鈴木　茉莉 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 大1

1146 渡辺　瑞歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 大3
1139 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 大2

6 国際武道大学 563 日高仁慈子 ﾋﾀﾞｶ ﾆｼﾞｺ 大3
ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲ 549 手塚　有香 ﾃﾂｶ ﾕｶ 大1

553 植野　希満 ｳｴﾉ ｷﾏ 大3
556 村上　誌穂 ﾑﾗｶﾐ ｼﾎ 大2

7 同志社大学 968 建部  衣美 ﾀﾃﾍﾞ ｴﾐ 大3
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ 967 越智麻菜美 ｵﾁ ﾏﾅﾐ 大3

952 中野  志保 ﾅｶﾉ  ｼﾎ 大1
951 大坪知佐子 ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻｺ 大1

8 青山学院大学 333 土屋めぐみ ﾂﾁﾔ ﾒｸﾞﾐ 大3
ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 334 鞘師小百合 ｻﾔｼ ｻﾕﾘ 大3

332 長田　明子 ｵｻﾀﾞ ｱｷｺ 大4
328 宮竹　由紀 ﾐﾔﾀｹ ﾕｷ 大2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 日本女子体育大学 145 大河原沙貴 ｵｵｶﾜﾗ ｻｷ 大1

ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀﾞｲ 129 益田　英里 ﾏｽﾀﾞ ｴﾘ 大2
139 植田奈美子 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｺ 大3
136 佐藤　花恵 ｻﾄｳ ﾊﾅｴ 大2

2 新潟医療福祉大学 632 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 大1
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸﾀﾞｲ 629 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 大1

628 山下　花織 ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾘ 大1
627 亀山恵理華 ｶﾒﾔﾏ ｴﾘｶ 大1

3 拓殖大学 244 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ 大3
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 240 竹内　浩美 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾐ 大2

236 川瀬　幸恵 ｶﾜｾ ﾕｷｴ 大3
227 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 大2

4 筑波大学 311 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 大1
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 317 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 大1

313 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 大3
326 北田　麻子 ｷﾀﾀﾞ ｱｻｺ 大4

5 日本体育大学 105 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 大2
ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 107 中山　仁美 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄﾐ 大2

83 原田　文子 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｺ 大2
86 佐藤　汐里 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 大4

6 武庫川女子大学 893 山本みどり ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 大1
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ 901 竹原　久美 ﾀｹﾊﾗ ｸﾐ 大2

899 村尾　玲子 ﾑﾗｵ ﾚｲｺ 大2
892 岡留亜里沙 ｵｶﾄﾞﾒ ｱﾘｻ 大3

7 山梨学院大学 601 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 大1
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 612 石原　慶子 ｲｼﾊﾗ ｹｲｺ 大1

611 西塔　侑佳 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 大4
616 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 大2

8 近畿大学 940 藤嶋  彩香 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 大1
ｷﾝｷﾀﾞｲ 922 寺川    綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 大3

939 佐々木  恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 大1
921 越智麻土香 ｵﾁ ﾏﾄﾞｶ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 関西大学 1015 浦部  紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 大1

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 1000 印藤あかり ｲﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 大4
1004 藤田紗和美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾜﾐ 大3
1012 岸田  郁子 ｷｼﾀﾞ ｲｸｺ 大2

2 専修大学 337 岩崎　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ 大2
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 341 佐々木祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 大1

345 水島　　茜 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｶﾈ 大4
347 難波　　梓 ﾅﾝﾊﾞ ｱｽﾞｻ 大4

3 中京大学 674 鎌田　千絋 ｶﾏﾀ ﾁﾋﾛ 大4
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ 715 福地　尚美 ﾌｸﾁ ﾅｵﾐ 大2

716 落合　幾子 ｵﾁｱｲ ｲｸｺ 大1
679 及川真沙紀 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ 大4

4 早稲田大学 411 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 419 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 大3

407 重田智絵美 ｼｹﾞﾀ ﾁｴﾐ 大2
409 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 大4

5 福岡大学 1098 内川由香里 ｳﾁｶﾜ ﾕｶﾘ 大2
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 1095 椿　　杏澄 ﾂﾊﾞｷ ｱｽﾞﾐ 大3

1074 高森　早希 ﾀｶﾓﾘ ｻｷ 大3
1092 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 大1

6 日本大学 432 河村　美帆 ｶﾜﾑﾗ ﾐﾎ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 434 吉谷　玲奈 ﾖｼﾀﾆ ﾚｲﾅ 大2

426 阿部　由佳 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 大1
452 内藤　　薫 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 大1

7 天理大学 981 佐藤　真衣 ｻﾄｳ ﾏｲ 大1
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 982 佐野由嘉乃 ｻﾉ ﾕｶﾉ 大3

993 槌屋　有希 ﾂﾁﾔ ﾕｷ 大3
977 吉神　　歩 ﾖｼｶﾞﾐ ｱﾕﾐ 大2

8 大阪教育大学 831 上田  千歳 ｳｴﾀﾞ ﾁﾄｾ 大1
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ 827 吉原  千晶 ﾖｼﾊﾗ ﾁｱｷ 大1

851 稲森あゆみ ｲﾅﾓﾘ ｱﾕﾐ 大2
837 川辺芙美子 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ 大3
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