
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. 11 女子    400m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  3:37.90
大会記録  3:42.56

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0 川崎医福大 1458 竹谷　奏美 ﾀｹﾀﾆ ｶﾅﾐ 大2

ｶﾜｻｷｲﾌｸ 大学 1459 有安　真澄 ｱﾘﾔｽ ﾏｽﾐ 大1
1460 藤岡　志帆 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾎ 大1
1457 山中明日香 ﾔﾏﾅｶ ｱｽｶ 大3

1 東北福祉大 1619 中野　まよ ﾅｶﾉ ﾏﾖ 大1
ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大学 1620 瀧沢　美紗 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｻ 大1

1618 内海みのり ｳﾁﾐ ﾐﾉﾘ 大2
1617 渡邊　　愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 大4

2 名桜大 1566 山田　安珠 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 大3
ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学 1567 村上　広佳 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｶ 大3

1568 知念　七星 ﾁﾈﾝ ﾅﾅｾ 大2
1562 宮城　琴美 ﾐﾔｷﾞ ｺﾄﾐ 大4

3 九州共立大 1559 山本　玲那 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 大2
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1556 前田　秋穂 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾎ 大4

1561 殿ヶ下美輝 ﾄﾉｶﾞｼﾀ ﾐｷ 大1
1557 白石　成美 ｼﾗｲｼ ﾅﾙﾐ 大3

4 愛知教育大 901 松波　歩実 ﾏﾂﾅﾐ ｱﾕﾐ 大3
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 903 田中　晶子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ 大3

900 早川　由香 ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 大3
902 米倉　　薫 ﾖﾈｸﾗ ｶｵﾙ 大3

5 広島大 1438 原　　美波 ﾊﾗ ﾐﾅﾐ 大3
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1437 小畑　朱里 ｺﾊﾞﾀｹ ｱｶﾘ 大3

1435 村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 大3
1439 家頭　　慈 ﾔｶﾞｼﾗ ﾒｸﾞﾐ 大2

6 至学館大 877 石川　舞花 ｲｼｶﾜ ﾏｲｶ 大3
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 884 泉田　　葵 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱｵｲ 大1

888 佐々木汐里 ｻｻｷ ｼｵﾘ 大1
882 上床リイナ ｳﾜﾄｺ ﾘｲﾅ 大1

7 東北学院大 1591 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 大3
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1593 天野　美里 ｱﾏﾉ ﾐｻﾄ 大1

1595 小野　聖実 ｵﾉ ｷﾖﾐ 大1
1592 山田　眞希 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 大2

8 島根大 1391 増野　沙綾 ﾏｼﾉ ｻｱﾔ 大4
ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学 1395 竹信美早紀 ﾀｹﾉﾌﾞ ﾐｻｷ 大2

1394 松本亜以梨 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾘ 大2
1396 作野　美加 ｻｸﾉ ﾐｶ 大2

9 北海道大 1615 藤倉　玲奈 ﾌｼﾞｸﾗ ﾚｲﾅ 大1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1613 板倉友香里 ｲﾀｸﾗ ﾕｶﾘ 大3

1610 田中真理子 ﾀﾅｶ ﾏﾘｺ 大4
1611 田代　繭子 ﾀｼﾛ ﾏﾕｺ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 岡山大 1415 設楽ひかり ｼﾀﾞﾗｸ ﾋｶﾘ 大4

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1421 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 大1
1422 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 大1
1417 則正茉奈果 ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ 大3

1 東海大 664 井上　真綾 ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 665 日下部玲奈 ｸｻｶﾍﾞ ﾚｲﾅ 大2

658 山本みずほ ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 大4
659 今村　晴香 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ 大4

2 日本女子体大 162 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 大3
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 160 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 大3

146 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 大4
143 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 大4

3 日本大 615 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 大4
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 618 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ 大3

612 田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ 大4
620 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 大3

4 日本体育大 117 埜下左知代 ﾉｼﾀ ｻﾁﾖ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 128 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 大2

136 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大1
120 田尾優里香 ﾀｵ ﾕﾘｶ 大4

5 東洋大 532 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 大3
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 539 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大1

527 山口　真奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 大4
531 宮本　靖子 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ 大3

6 関西大 1331 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 大2
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1334 眞野　美佳 ﾏﾉ ﾐｶ 大1

1326 宮尾真彩子 ﾐﾔｵ ﾏｱｺ 大4
1324 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 大4

7 山梨学院大 750 本間あかり ﾎﾝﾏ ｱｶﾘ 大4
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 746 竹迫　麻澄 ﾀｶﾊﾞ ﾏｽﾐ 大4

763 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 大1
757 生田　真結 ｲｸﾀ ﾏﾕ 大2

8 大阪体育大 1067 藤田紗矢香 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ 大1
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1063 菅原　　碧 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 大3

1069 宮地　杏奈 ﾐﾔﾁ ｱﾝﾅ 大1
1057 栗山真由香 ｸﾘﾔﾏ ﾏﾕｶ 大4

9 桐蔭横浜大 794 眞野恵里奈 ﾏﾉ ｴﾘﾅ 大2
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 797 古知屋美汐 ｺﾁﾔ ﾐｼｵ 大1

793 布施谷　唯 ﾌｾﾔ ﾕｲ 大3
792 坂上　杏奈 ｻｶｳｴ ｱﾝﾅ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
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3組
0 専修大 448 鈴木　　凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 大3

ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 445 鎌田　遥佳 ｶﾏﾀ ﾊﾙｶ 大4
444 星野　瑞沙 ﾎｼﾉ ﾐｽﾞｻ 大4
450 平岩　里菜 ﾋﾗｲﾜ ﾘﾅ 大3

1 東海学園大 1015 上岡　杏奈 ｳｴｵｶ ｱﾝﾅ 大3
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 1018 渡邊　紗世 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾖ 大3

1016 高橋亜沙美 ﾀｶﾊｼ ｱｻﾐ 大3
1027 石川　佳依 ｲｼｶﾜ ﾖｼｴ 大1

2 武庫川女子大 1165 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 大1
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 1151 杉田　まり ｽｷﾞﾀ ﾏﾘ 大3

1152 鎌田　憂希 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 大3
1144 桐原　　華 ｷﾘﾊﾗ ﾊﾅ 大4

3 神奈川大 488 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 大3
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 482 馬渡友佳里 ｳﾏﾜﾀﾘ ﾕｶﾘ 大4

500 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ 大1
481 赤﨑　　希 ｱｶｻｷ ﾉｿﾞﾐ 大4

4 早稲田大 562 赤尾　愉歩 ｱｶｵ ﾕﾎ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 572 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 大1

573 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大1
565 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 大3

5 明治大 372 住吉　茉莉 ｽﾐﾖｼ ﾏﾘ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 374 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 大3

378 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 大1
375 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 大2

6 筑波大 409 大西　綾香 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 大2
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 411 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大2

413 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 大1
405 後藤　紗葉 ｺﾞﾄｳ ｻﾖ 大4

7 大阪教育大 1090 山本　映実 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ 大2
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1089 徳永明香理 ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾘ 大3

1087 渡邊有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 大3
1084 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 大4

8 立命館大 1366 松本菜摘美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ 大3
ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大学 1367 坂井　友紀 ｻｶｲ ﾕｷ 大2

1363 川口　翔子 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 大4
1364 樋口　　麗 ﾋｸﾞﾁ ｳﾗﾗ 大4

9 慶應義塾大 213 福島多佳子 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｺ 大3
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 211 鍵矢　遥菜 ｶｷﾞﾔ ﾊﾙﾅ 大4

217 渡辺　真希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ 大1
209 根岸　真那 ﾈｷﾞｼ ﾏﾅ 大4
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水路 チーム名 泳者 学年
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4組
0 国士舘大 275 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 大3

ｺｸｼｶﾝ 大学 271 澤井　美佐 ｻﾜｲ ﾐｻ 大3
265 福岡夏菜恵 ﾌｸｵｶ ｶﾅｴ 大4
268 江田　佳子 ｴﾀﾞ ﾖｼｺ 大4

1 鹿屋体育大 1544 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 大1
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1531 原　　優美 ﾊﾗ ﾕｳﾐ 大4

1538 大黒　舞子 ｵｵｸﾛ ﾏｲｺ 大3
1529 内村沙奈江 ｳﾁﾑﾗ ｻﾅｴ 大4

2 近畿大 1215 相模　千帆 ｻｶﾞﾐ ﾁﾎ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1223 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 大1

1227 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 大1
1221 筒井　真彩 ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ 大1

3 新潟医福大 972 山田　麻衣 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 大4
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 982 佐藤　有里 ｻﾄｳ ﾕﾘ 大2

976 橋本実沙紀 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ 大3
974 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 大3

4 中京大 861 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 852 森　万柚子 ﾓﾘ ﾏﾕｺ 大3

860 西早　　櫻 ﾆｼﾊﾔ ｻｸﾗ 大3
849 橋本　優希 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 大4

5 法政大 43 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大3
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 46 西尾奈那子 ﾆｼｵ ﾅﾅｺ 大2

47 小松　桃子 ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ 大2
41 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 大4

6 立教大 333 片岡　采子 ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ 大3
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 331 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 大3

340 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 大1
330 七里　夏海 ｼﾁﾘ ﾅﾂﾐ 大3

7 順天堂大 687 川辺　　晃 ｶﾜﾍﾞ ﾋｶﾙ 大4
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 690 富井　千陽 ﾄﾐｲ ﾁﾊﾙ 大2

692 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 大1
691 佐藤　佳奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 大1

8 同志社大 1255 國廣　紀子 ｸﾆﾋﾛ ｷｺ 大3
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1259 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 大1

1257 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 大2
1254 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ 大4

9 福岡大 1485 江郷　遥香 ｴｺﾞｳ ﾊﾙｶ 大2
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1486 徳重　友里 ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾘ 大2

1482 大久保菜穂 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ 大4
1483 松尾　莉子 ﾏﾂｵ ﾘｺ 大4
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