
スタートリスト 広島市総合屋内プール

競技No. 11 女子    400m   リレー   予選   4組 日本記録  3:37.90
大会記録  3:43.81

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 高知大 1421 市川瑠里子 ｲﾁｶﾜ ﾙﾘｺ 大1

ｺｳﾁﾀﾞｲ 大学 1417 寺西亜里彩 ﾃﾗﾆｼ ｱﾘｻ 大4
1420 細木玲仁子 ﾎｿｷﾞ ﾚｲｺ 大1
1419 中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 大3

2 福岡大 1460 川野　由夏 ｶﾜﾉ ﾕｶ 大4
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1461 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 大4

1464 嘉数帆南海 ｶｶｽﾞ ﾎﾅﾐ 大4
1468 大久保菜穂 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ 大2

3 広島大 1403 原　　美波 ﾊﾗ ﾐﾅﾐ 大1
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1402 小畑　朱里 ｺﾊﾞﾀｹ ｱｶﾘ 大1

1400 藤坂　百恵 ﾌｼﾞｻｶ ﾓﾓｴ 大3
1401 村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 大1

4 北海道大 1592 藤島　由佳 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｶ 大3
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1596 板倉友香里 ｲﾀｸﾗ ﾕｶﾘ 大1

1591 秋山　恵美 ｱｷﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 大3
1594 近藤　敦美 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾐ 大3

5 愛知学院大 804 木村　萌美 ｷﾑﾗ ﾓｴﾐ 大3
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大学 806 隅田　華菜 ｽﾐﾀﾞ ｶﾅ 大3

807 大西　智子 ｵｵﾆｼ ﾄﾓｺ 大3
803 金子　友香 ｶﾈｺ ﾕｶ 大4

6 愛知教育大 879 米倉　　薫 ﾖﾈｸﾗ ｶｵﾙ 大1
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 874 石井　杏華 ｲｼｲ ｷｮｳｶ 大2

877 松波　歩実 ﾏﾂﾅﾐ ｱﾕﾐ 大1
876 早川　由香 ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 大1

7 東北福祉大 2010 結城　育海 ﾕｳｷ ｲｸﾐ 大2
ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大学 2007 原田真里奈 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾘﾅ 大2

2009 佐藤　　萌 ｻﾄｳ ﾓｴ 大3
2012 嶺岸　眞子 ﾐﾈｷﾞｼ ﾏｺ 大1

8 九州共立大 1545 白石　成美 ｼﾗｲｼ ﾅﾙﾐ 大1
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1543 酒井密千子 ｻｶｲ ﾐﾁｺ 大4

1546 前田　梨花 ﾏｴﾀﾞ ﾘｶ 大1
1544 前田　秋穂 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾎ 大2

9 名桜大 2001 比嘉　七聖 ﾋｶﾞ ﾅﾅｾ 大4
ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学 1549 山田　安珠 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 大1

2003 宮城　琴美 ﾐﾔｷﾞ ｺﾄﾐ 大2
2002 下地　成美 ｼﾓｼﾞ ﾅﾙﾐ 大3
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2組
1 新潟医福大 944 山田　麻衣 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 大2

ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 937 山口　紗季 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 大3
948 橋本実沙紀 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ 大1
946 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 大1

2 大阪教育大 1036 徳永明香理 ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾘ 大1
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1034 渡邊有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 大1

1031 橋口　若葉 ﾊｼｸﾞﾁ ﾜｶﾊﾞ 大3
1035 崎浜　亜規 ｻｷﾊﾏ ｱｷ 大1

3 近畿大 1146 相模　千帆 ｻｶﾞﾐ ﾁﾎ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1137 保志場　慶 ﾎｼﾊﾞ ｹｲ 大4

1139 西浦　有香 ﾆｼｳﾗ ﾕｶ 大3
1143 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 大3

4 大阪体育大 1004 松田　志保 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾎ 大4
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1012 栗山真由香 ｸﾘﾔﾏ ﾏﾕｶ 大2

1018 菅原　　碧 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 大1
1008 小川帆乃香 ｵｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 大4

5 鹿屋体育大 1511 村中まいか ﾑﾗﾅｶ ﾏｲｶ 大4
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1521 内村沙奈江 ｳﾁﾑﾗ ｻﾅｴ 大2

1513 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 大3
1523 原　　優美 ﾊﾗ ﾕｳﾐ 大2

6 神奈川大 483 大関　美冴 ｵｵｾﾞｷ ﾐｻｴ 大4
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 501 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 大1

494 馬渡友佳里 ｳﾏﾜﾀﾘ ﾕｶﾘ 大2
493 赤﨑　　希 ｱｶｻｷ ﾉｿﾞﾐ 大2

7 明治大 422 住吉　茉莉 ｽﾐﾖｼ ﾏﾘ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 421 関根　理沙 ｾｷﾈ ﾘｻ 大2

424 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 大1
423 神村万里恵 ｶﾐﾑﾗ ﾏﾘｴ 大1

8 立命館大 1315 上籔　夕貴 ｶﾐﾔﾌﾞ ﾕｷ 大4
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1318 森下　智華 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓｶ 大3

1321 樋口　　麗 ﾋｸﾞﾁ ｳﾗﾗ 大2
1323 松本菜摘美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ 大1

9 専修大 460 鈴木　　凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 大1
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 457 鎌田　遥佳 ｶﾏﾀ ﾊﾙｶ 大2

450 高久　　彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 大4
452 宮坂　　忍 ﾐﾔｻｶ ｼﾉﾌﾞ 大4

10 拓殖大 342 塩谷　波那 ｼｵﾔ ﾊﾅ 大2
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 339 佐藤　綾音 ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 大3

344 猿渡　瑞起 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾐｽﾞｷ 大1
341 猿渡　由佳 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾕｳｶ 大3
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3組
1 慶應義塾大 228 鍵矢　遥菜 ｶｷﾞﾔ ﾊﾙﾅ 大2

ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 222 木屋川内千穂 ｷﾔｶﾜｳﾁ ﾁﾎ 大4
223 伊藤美樹子 ｲﾄｳ ﾐｷｺ 大3
221 吉田　篤代 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾖ 大4

2 日本女子体大 190 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 大1
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 176 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 大2

188 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 大1
173 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 大2

3 法政大 52 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大1
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 49 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 大2

51 今井万里子 ｲﾏｲ ﾏﾘｺ 大1
44 吉田英里子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 大3

4 日本体育大 143 田尾優里香 ﾀｵ ﾕﾘｶ 大2
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 138 埜下左知代 ﾉｼﾀ ｻﾁﾖ 大2

148 山本瑠美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾐｺ 大1
129 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 大4

5 早稲田大 573 山﨑　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 576 佐藤　　恋 ｻﾄｳ ﾚﾝ 大3

580 赤尾　愉歩 ｱｶｵ ﾕﾎ 大2
570 星　　　茜 ﾎｼ ｱｶﾈ 大4

6 東洋大 543 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 大1
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 537 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 大2

539 地田　麻未 ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 大2
542 宮本　靖子 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ 大1

7 岡山大 1378 池田　早希 ｲｹﾀﾞ ｻｷ 大3
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1383 則正茉奈果 ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ 大1

1381 設楽ひかり ｼﾀﾞﾗｸ ﾋｶﾘ 大2
1374 池谷　遥子 ｲｹﾔ ﾊﾙｺ 大4

8 東海大 676 井上　真綾 ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ 大1
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 671 今村　晴香 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ 大2

667 生山　　咲 ｲｸﾔﾏ ｻｷ 大3
664 服部　るい ﾊｯﾄﾘ ﾙｲ 大4

9 天理大 1217 鈴木亜由美 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 大4
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1229 前田　知慧 ﾏｴﾀﾞ ﾁｴ 大1

1218 灰田　佳恵 ﾊｲﾀﾞ ｶｴ 大4
1215 尾﨑　里紗 ｵｻﾞｷ ﾘｻ 大4

10 東海学園大 977 上岡　杏奈 ｳｴｵｶ ｱﾝﾅ 大1
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 970 清水　　香 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 大2

972 平松　千明 ﾋﾗﾏﾂ ﾁｱｷ 大2
968 伏野まどか ﾌｾﾉ ﾏﾄﾞｶ 大4
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4組
1 東北学院大 1583 佐藤麻理奈 ｻﾄｳ ﾏﾘﾅ 大2

ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1582 佐藤　真鈴 ｻﾄｳ ﾏﾘﾝ 大2
1585 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 大1
1580 金野　　愛 ｺﾝﾉ ｱｲ 大4

2 同志社大 1181 前川知佳子 ﾏｴｶﾜ ﾁｶｺ 大2
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1182 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ 大2

1183 國廣　紀子 ｸﾆﾋﾛ ｷｺ 大1
1178 杉野　紘子 ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｺ 大4

3 日本大 618 田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 627 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 大1

625 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ 大1
621 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 大2

4 立教大 386 後藤　沙貴 ｺﾞﾄｳ ｻｷ 大2
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 377 眞弓　祐子 ﾏﾕﾐ ﾕｳｺ 大4

382 岡澤　宏美 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 大3
393 片岡　采子 ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ 大1

5 中京大 851 橋本　優希 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 841 金子　　栞 ｶﾈｺ ｼｵﾘ 大4

849 藤田　沙羅 ﾌｼﾞﾀ ｻﾗ 大3
846 雨宮　未侑 ｱﾒﾐﾔ ﾐﾕｳ 大4

6 関西大 1266 吾郷みさき ｱｺﾞｳ ﾐｻｷ 大3
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1272 金井　萌香 ｶﾅｲ ﾓｴｶ 大2

1271 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 大2
1259 高田樹里亜 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ 大4

7 山梨学院大 764 本間あかり ﾎﾝﾏ ｱｶﾘ 大2
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 759 岩永　有加 ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｶ 大3

760 竹迫　麻澄 ﾀｶﾊﾞ ﾏｽﾐ 大2
767 久保知亜記 ｸﾎﾞ ﾁｱｷ 大1

8 武庫川女子大 1078 久森　葉月 ﾋｻﾓﾘ ﾊﾂﾞｷ 大3
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 1089 西川　春菜 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 大1

1087 桐原　　華 ｷﾘﾊﾗ ﾊﾅ 大2
1075 山本　紗希 ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 大4

9 関西学院大 1071 山本　麻利 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾄ 大4
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大学 1069 小林　広果 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ 大4

1072 永岡　里彩 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｻ 大3
1073 神野　有香 ｶﾝﾉ ﾕｳｶ 大2

10 国士舘大 312 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 大1
ｺｸｼｶﾝ 大学 309 澤井　美佐 ｻﾜｲ ﾐｻ 大1

306 江田　佳子 ｴﾀﾞ ﾖｼｺ 大2
296 三原　未夕 ﾐﾊﾗ ﾐﾕ 大4
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