
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. 63 女子    100m   背泳ぎ   予選   6組 日本記録  1:00.55
大会記録  1:00.97

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 644 近藤　真衣 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2
2 246 門　　秋子 ｶﾄﾞ ｱｷｺ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大1
3 1081 児島　千紘 ｺｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
4 191 仙北谷有喜 ｾﾝﾎﾟｸﾔ ﾕｷ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大2
5 131 蝦名　美紀 ｴﾋﾞﾅ ﾐｷ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大4
6 142 青冶　藍香 ｾｲｼﾞ ｱｲｶ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大1
7 134 江渡　　恵 ｴﾄ ﾒｸﾞﾐ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
8

2組
1 902 長島　理恵 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｴ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
2 904 灘井　玲子 ﾅﾀﾞｲ ﾚｲｺ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
3 650 高嶋　友希 ﾀｶｼﾏ ﾕｷ 愛知学院大学 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大2
4 807 山口  摩依 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
5 889 寺脇  佳子 ﾃﾗﾜｷ ﾖｼｺ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
6 817 藤井みさと ﾌｼﾞｲ ﾐｻﾄ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
7 193 田村　侑子 ﾀﾑﾗ ﾕｳｺ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大4
8 905 國吉　真令 ｸﾆﾖｼ ﾏﾘ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大3

3組
1 954 新田  悦子 ﾆｯﾀ ｴﾂｺ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大4
2 822 北出  洋子 ｷﾀﾃﾞ ﾖｳｺ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
3 1034 松本　　優 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 立命館大学 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大4
4 1103 牧　絵里奈 ﾏｷ ｴﾘﾅ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
5 970 池田  祐子 ｲｹﾀﾞ ｻﾁｺ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大1
6 419 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
7 877 高岡  幸恵 ﾀｶｵｶ ｻﾁｴ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2
8 867 池田  益千 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3

4組
1 332 長田　明子 ｵｻﾀﾞ ｱｷｺ 青山学院大学 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
2 982 佐野由嘉乃 ｻﾉ ﾕｶﾉ 天理大学 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
3 82 栗田　朋美 ｸﾘﾀ ﾄﾓﾐ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 428 伊藤　華英 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
5 92 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
6 296 安部　智絵 ｱﾍﾞ ﾄｼｴ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
7 553 植野　希満 ｳｴﾉ ｷﾏ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大3
8 1050 田畑  知実 ﾀﾊﾞﾀ ﾄﾓﾐ 大谷女子大学 ｵｵﾀﾆｼﾞｮｼ 大1

5組
1 1163 杉原　佑来 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 島根大学 ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大3
2 413 村川亜里沙 ﾑﾗｶﾜ ｱﾘｻ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
3 488 齊藤　喜子 ｻｲﾄｳ ﾖｼｺ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
4 1137 五十嵐貴美 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾐ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 1133 岡崎　　渚 ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 718 鈴木　魅紅 ｽｽﾞｷ ﾐｸ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
7 1134 河嶋　千晶 ｶﾜｼﾏ ﾁｱｷ 鹿屋体育大学 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
8 1008 栗田祐季絵 ｸﾘﾀ ﾕｷｴ 関西大学 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大2
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 549 手塚　有香 ﾃﾂｶ ﾕｶ 国際武道大学 ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 大1
2 1066 下田　　彩 ｼﾓﾀﾞ ｱﾔ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
3 679 及川真沙紀 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
4 922 寺川    綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
5 102 曽我部里奈 ｿｶﾞﾍﾞ ﾘﾅ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 711 田中　　結 ﾀﾅｶ ﾕｲ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
7 183 矢ケ崎幸美 ﾔｶﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 慶應義塾大学 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3
8 626 亀崎　未沙 ｶﾒｻﾞｷ ﾐｻ 清泉女子大学 ｾｲｾﾝｼﾞｮｼ 大2
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