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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 中京女子大 831 山田奈美江 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾐｴ 大4
ﾁｭｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀﾞｲ 832 北脇さゆり ｷﾀﾜｷ ｻﾕﾘ 大3

830 小林　未佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 大1
829 佐野真奈美 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 大1

3 別府溝部短大 1250 内田　千晶 ｳﾁﾀﾞ ﾁｱｷ 大1
ﾐｿﾞﾍﾞﾀﾝﾀﾞｲ 1246 小川　　恵 ｵｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 大2

1252 林　　美菜 ﾊﾔｼ ﾐﾅ 大1
1245 寺本　瑞希 ﾃﾗﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 大1

4 立教大 280 平山なつ美 ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂﾐ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 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
261 根岸　茉美 ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ 大3

5 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 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
1156 赤木裕加子 ｱｶｷﾞ ﾕｶｺ 大4

6 九州女子大 1277 泉　　麻生 ｲｽﾞﾐ ｱｲ 大2
ｷｭｳｼｭｳｼﾞｮｼﾀﾞｲ 1278 竹下　好美 ﾀｹｼﾀ ﾖｼﾐ 大2

1274 今井　千絵 ｲﾏｲ ﾁｴ 大2
1280 白川まどか ｼﾗｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 大2

7

8
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水路 チーム名 泳者 学年
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2組
1 関西学院大 952 小林　真衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 大3

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 949 柴崎　愛子 ｼﾊﾞｻｷ ｱｲｺ 大4
946 坂上　智美 ｻｶｳｴ ﾄﾓﾐ 大3
963 福島由美子 ﾌｸｼﾏ ﾕﾐｺ 大4

2 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 203 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 大1

202 大塚茉奈美 ｵｵﾂｶ ﾏﾅﾐ 大1
194 佐々木加奈恵 ｻｻｷ ｶﾅｴ 大4

3 千葉商科大 407 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 大1
ﾁﾊﾞｼｮｳｶﾀﾞｲ 405 神代ひろみ ｶﾐﾖ ﾋﾛﾐ 大1

416 片山　由菜 ｶﾀﾔﾏ ﾕﾅ 大1
408 田中　梨緒 ﾀﾅｶ ﾘｵ 大1

4 東北福祉大 688 奈良岡未来 ﾅﾗｵｶ ﾐｷ 大4
ﾄｳﾎｸﾌｸｼﾀﾞｲ 690 鈴木　弥代 ｽｽﾞｷ ﾐﾖ 大1

685 庄司ひかり ｼｮｳｼﾞ ﾋｶﾘ 大1
687 藤井　千夏 ﾌｼﾞｲ ﾁﾅﾂ 大4

5 日本女子体大 144 植田奈美子 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｺ 大4
ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 137 益田　英里 ﾏｽﾀﾞ ｴﾘ 大3

145 水島　　紗 ﾐｽﾞｼﾏ ｼｵﾘ 大2
141 佐藤　花恵 ｻﾄｳ ﾊﾅｴ 大3

6 神奈川大 384 上田　　萌 ｳｴﾀﾞ ﾓｴ 大1
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 377 佐々木美緒 ｻｻｷ ﾐｵ 大1

375 宮田富由美 ﾐﾔﾀ ﾌﾕﾐ 大1
394 飯塚　梨那 ｲｲﾂﾞｶ ﾘﾅ 大2

7 同志社大 1049 越智麻菜美 ｵﾁ ﾏﾅﾐ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ 1037 建部　衣美 ﾀﾃﾍﾞ ｴﾐ 大4

1053 中野　志保 ﾅｶﾉ ｼﾎ 大2
1052 中東　杏香 ﾅｶﾋｶﾞｼ ｷｮｳｺ 大2

8 新潟医福大 725 亀山恵理華 ｶﾒﾔﾏ ｴﾘｶ 大2
ﾆｲｶﾞﾀｲﾘｮｳﾌｸｼ 730 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 大2

729 小野亜里沙 ｵﾉ ｱﾘｻ 大1
734 櫻岡まりえ ｻｸﾗｵｶ ﾏﾘｴ 大1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 専修大 362 原　さやか ﾊﾗ ｻﾔｶ 大1

ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 359 岩崎　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ 大3
361 宮杉　理紗 ﾐﾔｽｷﾞ ﾘｻ 大2
363 佐々木祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ 大2

2 大阪教育大 928 吉原　千晶 ﾖｼﾊﾗ ﾁｱｷ 大2
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ 923 上田　千歳 ｳｴﾀﾞ ﾁﾄｾ 大2

916 稲森あゆみ ｲﾅﾓﾘ ｱﾕﾐ 大3
917 木本　知甫 ｷﾓﾄ ﾁﾎ 大3

3 近畿大 1020 佐々木　恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 1003 寺川　　綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 大4

1021 藤嶋　彩香 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 大2
1002 越智麻土香 ｵﾁ ﾏﾄﾞｶ 大4

4 法政大 23 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 大1
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 39 名倉　侑花 ﾅｸﾞﾗ ﾕｶ 大4

19 小野　智子 ｵﾉ ｻﾄｺ 大3
21 新槙香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 大4

5 福岡大 1201 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 大2
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 1207 内川由香里 ｳﾁｶﾜ ﾕｶﾘ 大3

1190 山下　祐芽 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾒ 大4
1185 高森　早希 ﾀｶﾓﾘ ｻｷ 大4

6 天理大 1066 吉神　　歩 ﾖｼｶﾞﾐ ｱﾕﾐ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 1071 佐藤　真衣 ｻﾄｳ ﾏｲ 大2

1070 高橋　朱子 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｺ 大2
1084 槌屋　有希 ﾂﾁﾔ ﾕｷ 大4

7 拓殖大 237 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 大4
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 247 川瀬　幸恵 ｶﾜｾ ﾕｷｴ 大4

255 島田　　恵 ｼﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 大2
244 小菅　麻美 ｺｽｹﾞ ｱｻﾐ 大2

8 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 1120 柴山　知美 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄﾓﾐ 大2

1127 田中古都美 ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ 大2
1125 草深　亜紅 ｸｻﾌｶ ｱｺ 大3
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4組
1 愛知学院大 744 大柚利まりこ ｵｵﾕﾘ ﾏﾘｺ 大1

ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 749 月足　　希 ﾂｷｱｼ ﾉｿﾞﾐ 大3
748 清水　理恵 ｼﾐｽﾞ ﾘｴ 大1
739 山本まさみ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐ 大3

2 関西大 1107 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ 大2
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 1108 藤田紗和美 ﾌｼﾞﾀ ｻﾜﾐ 大4

1103 久保　玲菜 ｸﾎﾞ ﾚｲﾅ 大1
1106 岸田　郁子 ｷｼﾀﾞ ｲｸｺ 大3

3 鹿屋体育大 1271 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ 大1
ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀﾞｲ 1267 渡辺　沙香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 大4

1268 渡辺　瑞歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 大4
1258 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 大3

4 日本体育大 108 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 大3
ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲ 88 原田　文子 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｺ 大3

110 中山　仁美 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄﾐ 大3
80 会澤　美予 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾖ 大1

5 筑波大 324 岩崎佐代子 ｲﾜｻｷ ｻﾖｺ 大1
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 338 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 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

6 慶應義塾大 175 菅谷真理子 ｽｶﾞﾔ ﾏﾘｺ 大3
ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲ 177 大原　摩耶 ｵｵﾊﾗ ﾏﾔ 大3

187 矢ケ崎幸美 ﾔｶﾞｻｷ ﾄﾓﾐ 大4
184 飯田　桃子 ｲｲﾀﾞ ﾓﾓｺ 大1

7 中京大 805 福地　尚美 ﾌｸﾁ ﾅｵﾐ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ 816 近藤　絵里 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 大1

823 川島　えり ｶﾜｼﾏ ｴﾘ 大2
804 吉田　沙記 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 大2

8 順天堂大 631 天野　裕子 ｱﾏﾉ ﾕｳｺ 大3
ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲ 629 大津留美雪 ｵｵﾂﾙ ﾐﾕｷ 大2

638 堀江　彩香 ﾎﾘｴ ｱﾔｶ 大1
635 内藤もも子 ﾅｲﾄｳ ﾓﾓｺ 大4

Page: 4/5 Printing: 2006/09/03 12:53:09

学関東

学中部

学関東

加　盟

学関西

学九州

学関東

学関東

学中部



スタートリスト

競技No. 67 女子    400m   リレー   予選   5組 日本記録  3:42.23
大会記録  3:48.23

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 大阪体育大 895 北出　洋子 ｷﾀﾃﾞ ﾖｳｺ 大2

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ 896 西田　早苗 ﾆｼﾀﾞ ｻﾅｴ 大2
882 大川　真由 ｵｵｶﾜ ﾏﾕ 大3
894 河合　宝江 ｶﾜｲ ﾄﾐｴ 大2

2 日本大 495 伊藤　華英 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ 大4
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 529 内藤　　薫 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 大2

494 阿部　由佳 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ 大2
530 入田津久詩 ｲﾘﾀ ﾂｸｼ 大1

3 武庫川女子大 983 竹原　久美 ﾀｹﾊﾗ ｸﾐ 大3
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ 973 山本みどり ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 大2

968 岡留亜里沙 ｵｶﾄﾞﾒ ｱﾘｻ 大4
970 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 大1

4 早稲田大 449 下地　愛実 ｼﾓｼﾞ ｱｲﾐ 大2
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 459 高田麻里葉 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾘﾊ 大3

460 佐々木純子 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 大4
471 重田智絵美 ｼｹﾞﾀ ﾁｴﾐ 大3

5 山梨学院大 699 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ 大2
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 710 霜上　美智 ｼﾓｶﾞﾐ ﾐｻﾄ 大1

694 井出あゆみ ｲﾃﾞ ｱﾕﾐ 大3
712 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 大3

6 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 669 村上　誌穂 ﾑﾗｶﾐ ｼﾎ 大3

677 日高仁慈子 ﾋﾀﾞｶ ﾆｼﾞｺ 大4
679 北川　愛美 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 大3

7 東海大 549 佐藤　仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 大2
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 571 町　　祐希 ﾏﾁ ﾕｳｷ 大3

574 田中　沙姫 ﾀﾅｶ ｻｷ 大1
583 木下　美穂 ｷﾉｼﾀ ﾐﾎ 大1

8 東北学院大 600 高橋　理紗 ﾀｶﾊｼ ﾘｻ 大1
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ 601 杉本　雪華 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ 大3

602 村田かおる ﾑﾗﾀ ｶｵﾙ 大2
604 柏谷　悠紀 ｶｼﾜﾔ ﾕｳｷ 大3
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