
スタートリスト 広島市総合屋内プール

競技No.  3 女子    400m   自由形   予選   5組 日本記録  4:05.19
大会記録  4:11.11

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 177 田中　　楓 ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大2
2 936 佐藤　由菜 ｻﾄｳ ﾕﾅ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
3 1011 杢　　彩菜 ﾓｸ ｱﾔﾅ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
4 458 青木のどか ｱｵｷ ﾉﾄﾞｶ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
5 930 伴藤　美久 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大4
6 668 佐藤　未沙 ｻﾄｳ ﾐｻ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
7 163 武藤　千明 ﾑﾄｳ ﾁｱｷ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
8 1147 冨井　星河 ﾄﾐｲ ｾｲｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
9 496 吉田　朝日 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2

10

2組
1 1009 西山　侑希 ﾆｼﾔﾏ ﾕｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
2 970 清水　　香 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大2
3 1148 潮崎　菜月 ｼｵｻﾞｷ ﾅﾂｷ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
4 233 福島多佳子 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｺ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
5 1517 宮澤　　遥 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 225 天田あすか ｱﾏﾀﾞ ｱｽｶ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
7 50 田中　瑞穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
8 1468 大久保菜穂 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
9 1007 岸本　彩香 ｷｼﾓﾄ ｱﾔｶ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4

10 309 澤井　美佐 ｻﾜｲ ﾐｻ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大1

3組
1 574 海老沼　忍 ｴﾋﾞﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
2 759 岩永　有加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｶ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
3 1529 村中みいな ﾑﾗﾅｶ ﾐｲﾅ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 393 片岡　采子 ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
5 856 和田　麻里 ﾜﾀﾞ ｱｻﾘ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
6 1031 橋口　若葉 ﾊｼｸﾞﾁ ﾜｶﾊﾞ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
7 1091 久保田侑子 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｺ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
8 768 浅山　美貴 ｱｻﾔﾏ ﾐｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
9 48 木屋川内万穂 ｷﾔｶﾜｳﾁ ﾏﾎ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2

10 6 川原あかり ｶﾜﾊﾗ ｱｶﾘ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞｲ 大1

4組
1 1036 徳永明香理 ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾘ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大1
2 623 中川　彩花 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾔｶ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
3 190 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大1
4 1075 山本　紗希 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大4
5 539 地田　麻未 ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
6 133 山田　琴絵 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄｴ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
7 844 秋元　彩香 ｱｷﾓﾄ ｻｲｶ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
8 1090 濱田　　純 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
9 487 渡辺　美根 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾈ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3

10 968 伏野まどか ﾌｾﾉ ﾏﾄﾞｶ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
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5組
1 1143 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
2 1519 太田　明成 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
3 386 後藤　沙貴 ｺﾞﾄｳ ｻｷ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
4 136 平井さやか ﾋﾗｲ ｻﾔｶ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 129 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
6 221 吉田　篤代 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾖ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4
7 1182 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2
8 495 山下　友梨 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
9 858 熊坂　衣真 ｸﾏｻｶ ｲﾏ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1

10 1039 櫛田　夏織 ｸｼﾀﾞ ｶｵﾘ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大1
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