
スタートリスト ToBiO古橋廣之進記念浜松市総合水泳場

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
0
1 273 有馬　　愛 ｱﾘﾏ ﾏﾅ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
2 275 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
3 155 内田　柚菜 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾅ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
4 377 塩澤　樹花 ｼｵｻﾞﾜ ﾐｷｶ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
5 446 青木のどか ｱｵｷ ﾉﾄﾞｶ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4
6 1540 菅　晴瑠奈 ｽｶﾞ ﾊﾙﾅ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 271 澤井　美佐 ｻﾜｲ ﾐｻ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
8
9

2組
0 668 安部　優希 ｱﾍﾞ ﾕｷ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
1 859 熊坂　衣真 ｸﾏｻｶ ｲﾏ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
2 754 浅山　美貴 ｱｻﾔﾏ ﾐｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
3 1217 潮崎　菜月 ｼｵｻﾞｷ ﾅﾂｷ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
4 42 田中　瑞穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
5 1422 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大1
6 1150 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3
7 665 日下部玲奈 ｸｻｶﾍﾞ ﾚｲﾅ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
8 214 小松　えり ｺﾏﾂ ｴﾘ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
9 1537 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3

3組
0 85 瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大3
1 1259 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大1
2 1147 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3
3 1223 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
4 1254 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
5 534 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
6 1089 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3
7 213 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3
8 1482 大久保菜穂 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
9 572 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1

4組
0 408 山田　絢未 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾐ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
1 1499 大澤　純加 ｵｵｻﾜ ｱﾔｶ 福岡工業大 ﾌｯｺｳﾀﾞｲ 大2
2 489 日下部絢美 ｸｻｶﾍﾞ ｱﾔﾐ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
3 856 和田　麻里 ﾜﾀﾞ ｱｻﾘ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
4 531 宮本　靖子 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
5 753 松浦　由佳 ﾏﾂｳﾗ ﾕｶ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
6 136 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
7 162 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
8 690 富井　千陽 ﾄﾐｲ ﾁﾊﾙ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大2
9 1486 徳重　友里 ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾘ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
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スタートリスト ToBiO古橋廣之進記念浜松市総合水泳場

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

5組
0 40 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4
1 1154 三好　菜月 ﾐﾖｼ ﾅﾂｷ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大2
2 1257 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大2
3 135 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 128 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
5 528 地田　麻未 ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
6 483 山下　友梨 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
7 502 白川　有紗 ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
8 868 中山　実穂 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾎ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
9 1216 冨井　星河 ﾄﾐｲ ｾｲｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
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