
スタートリスト

競技No. 43 女子    400m   メドレーリレー   予選   5組 日本記録  4:04.16
大会記録  4:09.73

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 活水女子大 1285 芳野あずさ ﾖｼﾉ ｱｽﾞｻ 大3
ｶｯｽｲｼﾞｮｼﾀﾞｲ 1282 鬼塚満衣子 ｵﾆﾂﾞｶ ﾏｲｺ 大4

1283 原田　寛子 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｺ 大3
1286 對田結美奈 ﾀｲﾀﾞ ﾕﾐﾅ 大4

3 別府溝部短大 1248 松尾　麻由 ﾏﾂｵ ﾏﾕ 大2
ﾐｿﾞﾍﾞﾀﾝﾀﾞｲ 1246 小川　　恵 ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 大2

1244 甲斐　小彩 ｶｲ ｻﾔ 大2
1251 芳賀　歩美 ﾊｶﾞ ｱﾕﾐ 大2

4 大阪体育大 863 吉野　麻衣 ﾖｼﾉ ﾏｲ 大1
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ 868 金川　尚代 ｶﾅｶﾞﾜ ﾋｻﾖ 大1

865 幸内　綾香 ｺｳｳﾁ ｱﾔｶ 大1
894 河合　宝江 ｶﾜｲ ﾄﾐｴ 大2

5 中京女子大 832 北脇さゆり ｷﾀﾜｷ ｻﾕﾘ 大3
ﾁｭｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀﾞｲ 834 横井　倫子 ﾖｺｲ ﾉﾘｺ 大1

831 山田奈美江 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾐｴ 大4
829 佐野真奈美 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 大1

6 九州女子大 1281 鈴木　遥香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 大2
ｷｭｳｼｭｳｼﾞｮｼﾀﾞｲ 1276 山野井裕子 ﾔﾏﾉｲ ﾕｳｺ 大2

1278 竹下　好美 ﾀｹｼﾀ ﾖｼﾐ 大2
1277 泉　　麻生 ｲｽﾞﾐ ｱｲ 大2

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 関西学院大 960 池田　益千 ｲｹﾀﾞ ﾐﾁ 大4

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 957 西田　早織 ﾆｼﾀﾞ ｻｵﾘ 大1
961 嶋　ゆかり ｼﾏ ﾕｶﾘ 大3
949 柴崎　愛子 ｼﾊﾞｻｷ ｱｲｺ 大4

2 神奈川大 377 佐々木美緒 ｻｻｷ ﾐｵ 大1
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 380 種田　　恵 ﾀﾈﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 大2

375 宮田富由美 ﾐﾔﾀ ﾌﾕﾐ 大1
378 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 大2

3 東北福祉大 685 庄司ひかり ｼｮｳｼﾞ ﾋｶﾘ 大1
ﾄｳﾎｸﾌｸｼﾀﾞｲ 687 藤井　千夏 ﾌｼﾞｲ ﾁﾅﾂ 大4

688 奈良岡未来 ﾅﾗｵｶ ﾐｷ 大4
683 佐々木佑記 ｻｻｷ ﾕｷ 大3

4 立命館大 1128 土橋　茜子 ﾂﾁﾊｼ ｱｶﾈ 大2
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ 1125 草深　亜紅 ｸｻﾌｶ ｱｺ 大3

1127 田中古都美 ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ 大2
1120 柴山　知美 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄﾓﾐ 大2

5 専修大 361 宮杉　理紗 ﾐﾔｽｷﾞ ﾘｻ 大2
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 358 加藤恵理子 ｶﾄｳ ｴﾘｺ 大4

364 佐野　亜湖 ｻﾉ ｱｺ 大3
359 岩崎　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ 大3

6 千葉商科大 405 神代ひろみ ｶﾐﾖ ﾋﾛﾐ 大1
ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀﾞｲ 415 林　可奈子 ﾊﾔｼ ｶﾅｺ 大1

408 田中　梨緒 ﾀﾅｶ ﾘｵ 大1
407 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 大1

7 東京女子体大 196 新井ゆかり ｱﾗｲ ﾕｶﾘ 大1
ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸ 198 清水茉莉絵 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｴ 大2

188 伊藤　　咲 ｲﾄｳ ｻｷ 大1
194 佐々木加奈恵 ｻｻｷ ｶﾅｴ 大4

8 岡山大 1164 門脇沙緒莉 ｶﾄﾞﾜｷ ｻｵﾘ 大1
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 1156 赤木裕加子 ｱｶｷﾞ ﾕｶｺ 大4

1165 櫻根　一葉 ｻｸﾗﾈ ｶｽﾞﾊ 大3
1154 植月　千春 ｳｴﾂｷ ﾁﾊﾙ 大1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 立教大 274 大野　　愛 ｵｵﾉ ｱｲ 大1

ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 269 植木　絵夢 ｳｴｷ ｴﾑ 大4
283 冷清水理恵 ﾋﾔｼﾐｽﾞ ﾘｴ 大2
264 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 大1

2 愛知学院大 棄権
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ

3 拓殖大 247 川瀬　幸恵 ｶﾜｾ ﾕｷｴ 大4
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 246 深井　智子 ﾌｶｲ ﾄﾓｺ 大4

244 小菅　麻美 ｺｽｹﾞ ｱｻﾐ 大2
237 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 大4

4 早稲田大 484 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 467 三輪　芳美 ﾐﾜ ﾖｼﾐ 大4

487 殿岡　智巳 ﾄﾉｵｶ ﾄﾓﾐ 大1
471 重田智絵美 ｼｹﾞﾀ ﾁｴﾐ 大3

5 近畿大 1003 寺川　　綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 1004 徳田　敦子 ﾄｸﾀﾞ ｱﾂｺ 大4

1020 佐々木　恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 大2
1002 越智麻土香 ｵﾁ ﾏﾄﾞｶ 大4

6 筑波大 330 上野山祐季 ｳｴﾉﾔﾏ ﾕｳｷ 大1
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 335 相原　佳菜 ｱｲﾊﾗ ｶﾅ 大2

334 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 大4
332 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 大2

7 天理大 1072 佐野由嘉乃 ｻﾉ ﾕｶﾉ 大4
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 1063 稲垣小夜子 ｲﾅｶﾞｷ ｻﾖｺ 大2

1074 山本裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ 大2
1066 吉神　　歩 ﾖｼｶﾞﾐ ｱﾕﾐ 大3

8 関西大 1096 栗田祐季絵 ｸﾘﾀ ﾕｷｴ 大3
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 1102 坪野　若菜 ﾂﾎﾞﾉ ﾜｶﾅ 大1

1108 藤田紗和美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾜﾐ 大4
1107 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 大2
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4組
1 順天堂大 638 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 大1

ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 624 山田　由佳 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 大2
635 内藤もも子 ﾅｲﾄｳ ﾓﾓｺ 大4
631 天野　裕子 ｱﾏﾉ ﾕｳｺ 大3

2 国際武道大 662 植野　希満 ｳｴﾉ ｷﾏ 大4
ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲ 670 大川原沙苗 ｵｵｶﾜﾗ ｻﾅｴ 大1

675 仲田　祐子 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｺ 大4
679 北川　愛美 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 大3

3 福岡大 1215 野嶋　央絵 ﾉｼﾞﾏ ﾋｻｴ 大1
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 1175 奥田　実鈴 ｵｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 大3

1187 黒木　綾乃 ｸﾛｷ ｱﾔﾉ 大2
1201 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 大2

4 日本大 506 高橋　知美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 大1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 534 對馬　香枝 ﾂｼﾏ ｶｴ 大3

502 菊地原美代 ｷｸﾁﾊﾗ ﾐﾖ 大4
529 内藤　　薫 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 大2

5 東海大 574 田中　沙姫 ﾀﾅｶ ｻｷ 大1
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 573 田村菜々香 ﾀﾑﾗ ﾅﾅｶ 大2

559 斉藤奈津美 ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 大4
583 木下　美穂 ｷﾉｼﾀ ﾐﾎ 大1

6 中京大 801 鈴木　魅紅 ｽｽﾞｷ ﾐｸ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ 799 松村　彩加 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔｶ 大1

804 吉田　沙記 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 大2
805 福地　尚美 ﾌｸﾁ ﾅｵﾐ 大3

7 法政大 32 中野　里美 ﾅｶﾉ ｻﾄﾐ 大1
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 40 和田　尚子 ﾜﾀﾞ ﾅｵｺ 大3

13 高橋　典子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ 大3
23 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 大1

8 新潟医福大 735 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 大2
ﾆｲｶﾞﾀｲﾘｮｳﾌｸｼ 733 和田　麻美 ﾜﾀﾞ ﾏﾐ 大1

729 小野亜里沙 ｵﾉ ｱﾘｻ 大1
730 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 大2
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5組
1 武庫川女子大 984 中谷　恵梨 ﾅｶﾀﾆ ｴﾘ 大1

ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ 988 馬場　未来 ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾗｲ 大1
992 毛利　早希 ﾓｳﾘ ｻｷ 大1
983 竹原　久美 ﾀｹﾊﾗ ｸﾐ 大3

2 大阪教育大 923 上田　千歳 ｳｴﾀﾞ ﾁﾄｾ 大2
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ 907 川辺芙美子 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ 大4

916 稲森あゆみ ｲﾅﾓﾘ ｱﾕﾐ 大3
928 吉原　千晶 ﾖｼﾊﾗ ﾁｱｷ 大2

3 山梨学院大 701 亀崎あゆみ ｶﾒｻﾞｷ ｱﾕﾐ 大1
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 702 久保田晴奈 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾅ 大2

713 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 大1
710 霜上　美智 ｼﾓｶﾞﾐ ﾐｻﾄ 大1

4 日本体育大 115 田部井恵理 ﾀﾍﾞｲ ｴﾘ 大1
ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 112 中村沙耶香 ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ 大1

78 岡崎　知佳 ｵｶｻﾞｷ ﾁｶ 大4
110 中山　仁美 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄﾐ 大3

5 鹿屋体育大 1256 五十嵐貴美 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾐ 大4
ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀﾞｲ 1265 打越　雅美 ｳﾁｺｼ ﾏｻﾐ 大1

1269 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 大2
1271 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 大1

6 同志社大 1055 池田　祐子 ｲｹﾀﾞ ｻﾁｺ 大2
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ 1038 直木　　史 ﾅｵｷ ﾌﾐ 大3

1049 越智麻菜美 ｵﾁ ﾏﾅﾐ 大4
1037 建部　衣美 ﾀﾃﾍﾞ ｴﾐ 大4

7 慶應義塾大 187 矢ケ崎幸美 ﾔｶﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 大4
ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲ 184 飯田　桃子 ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｺ 大1

175 菅谷真理子 ｽｶﾞﾔ ﾏﾘｺ 大3
177 大原　摩耶 ｵｵﾊﾗ ﾏﾔ 大3

8 日本女子体大 145 水島　　紗 ﾐｽﾞｼﾏ ｼｵﾘ 大2
ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 139 関本　望美 ｾｷﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 大2

150 大河原沙貴 ｵｵｶﾜﾗ ｻｷ 大2
141 佐藤　花恵 ｻﾄｳ ﾊﾅｴ 大3
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