
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. 65 女子    200m   平泳ぎ   予選   6組 日本記録  2:24.12
大会記録  2:27.71

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 143 石垣　未来 ｲｼｶﾞｷ ﾐｸ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大2
3 875 嶋  ゆかり ｼﾏ ﾕｶﾘ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大2
4 900 大山　志保 ｵｵﾔﾏ ｼﾎ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
5 863 寺本  里織 ﾃﾗﾓﾄ ｻｵﾘ 関西学院大学 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
6 795 奥村優理子 ｵｸﾑﾗ ﾕﾘｺ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
7 933 晴間    彩 ﾊﾚﾏ ｱﾔ 近畿大学 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
8

2組
1 1132 木村　有花 ｷﾑﾗ ﾕｶ 別府溝部短大 ﾍﾞｯﾌﾟﾐｿﾞ 大2
2 790 政吉実沙子 ﾏｻﾖｼ ﾐｻｺ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
3 358 川村かおり ｶﾜﾑﾗ ｶｵﾘ 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
4 969 直木    史 ﾅｵｷ ﾌﾐ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大2
5 756 白川　綾乃 ｼﾗｶﾜ ｱﾔﾉ 愛知教育大学 ｱｲﾁｷｮｳｲｸ 大4
6 1038 草深　亜紅 ｸｻﾌｶ ｱｺ 立命館大学 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大2
7 391 平　　雅予 ﾀｲﾗ ﾏｻﾖ 東洋大学 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
8 130 岡村　理絵 ｵｶﾑﾗ ﾘｴ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大1

3組
1 803 岡崎  真衣 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 大阪体育大学 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
2 349 鈴木　展子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 専修大学 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4
3 238 大橋　沙起 ｵｵﾊｼ ｻｷ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
4 538 貴田　真美 ｷﾀﾞ ﾏﾐ 群馬大学 ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ 大4
5 235 深井　智子 ﾌｶｲ ﾄﾓｺ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
6 1084 斉藤　純子 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
7 225 井上真由美 ｲﾉｳｴ ﾏﾕﾐ 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
8 125 廣谷　優衣 ﾋﾛﾀﾆ ﾕｲ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1

4組
1 406 秋和かおり ｱｷﾜ ｶｵﾘ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
2 37 和田　尚子 ﾜﾀﾞ ﾅｵｺ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
3 837 川辺芙美子 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ 大阪教育大学 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
4 356 種田　　恵 ﾀﾈﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
5 688 小林　寛子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｺ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 95 人見　志乃 ﾋﾄﾐ ｼﾉ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 976 角田　顕子 ｽﾐﾀﾞ ｱｷｺ 天理大学 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
8 77 菊池　　涼 ｷｸﾁ ﾘｮｳ 日本体育大学 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2

5組
1 10 近藤ゆかり ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
2 456 對馬　香枝 ﾂｼﾏ ｶｴ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
3 603 久保田晴奈 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
4 1176 赤木裕加子 ｱｶｷﾞ ﾕｶｺ 岡山大学 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大3
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 1062 奥田　実鈴 ｵｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 福岡大学 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
7 405 三輪　芳美 ﾐﾜ ﾖｼﾐ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大2
8 971 中東  杏香 ﾅｶﾋｶﾞｼ ｷｮｳｺ 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞ 大1
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水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 523 大塚　麻衣 ｵｵﾂｶ ﾏｲ 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞ 大4
2 396 宮崎伶以奈 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
3 717 林　　由記 ﾊﾔｼ ﾕｷ 中京大学 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
4 611 西塔　侑佳 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 山梨学院大学 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
5 481 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
6 436 佐久間敦子 ｻｸﾏ ｱﾂｺ 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大4
7 314 相原　佳菜 ｱｲﾊﾗ ｶﾅ 筑波大学 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
8 132 関本　望美 ｾｷﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大1
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