
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. 41 女子    200m   個人メドレー   予選   6組 日本記録  2:08.45
大会記録  2:11.44

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1 330 七里　夏海 ｼﾁﾘ ﾅﾂﾐ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
2 1026 山田　　梓 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大1
3 1013 北澤　彩乃 ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大3
4 1595 小野　聖実 ｵﾉ ｷﾖﾐ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大1
5 1557 白石　成美 ｼﾗｲｼ ﾅﾙﾐ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
6 1056 大平真愛澪 ｵｵﾋﾗ ﾏｰﾚ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
7 902 米倉　　薫 ﾖﾈｸﾗ ｶｵﾙ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大3
8 1592 山田　眞希 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大2
9

2組
0 1416 岡田　真衣 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大3
1 172 戸井田真弥 ﾄｲﾀﾞ ﾏﾔ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大1
2 324 江見　涼香 ｴﾐ ｽｽﾞｶ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
3 1093 中原　優希 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大1
4 1284 櫻井　紫帆 ｻｸﾗｲ ｼﾎ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
5 208 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4
6 905 大内　優季 ｵｵｳﾁ ﾕｳｷ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大2
7 1439 家頭　　慈 ﾔｶﾞｼﾗ ﾒｸﾞﾐ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大2
8 329 谷内ひかり ﾀﾆｳﾁ ﾋｶﾘ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
9 456 佐藤帆乃佳 ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1

3組
0 1390 山本　　唯 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大2
1 1288 山﨑　加菜 ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
2 564 滝本　純子 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
3 793 布施谷　唯 ﾌｾﾔ ﾕｲ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大3
4 1019 河原　衣梨 ｶﾜﾊﾗ ｴﾘ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大3
5 150 神山　菜穂 ｶﾐﾔﾏ ﾅﾎ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大4
6 450 平岩　里菜 ﾋﾗｲﾜ ﾘﾅ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3
7 1153 茶谷　美帆 ﾁｬﾀﾆ ﾐﾎ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大2
8 138 池田　奈央 ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 明治学院大 ﾒｲｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
9 621 浅田　慶子 ｱｻﾀﾞ ｹｲｺ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1

4組
0 1148 冨山奈々未 ﾄﾐﾔﾏ ﾅﾅﾐ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大3
1 1228 平石　夕華 ﾋﾗｲｼ ﾕｳｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
2 760 山田　千尋 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
3 851 山﨑　芙蓉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾖｳ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
4 527 山口　真奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
5 378 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1
6 867 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
7 1068 大西　迪瑠 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
8 1227 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
9 878 中嶋芙実穂 ﾅｶｼﾏ ﾌﾐﾎ 至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ 大3
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 1292 澁谷　芽実 ｼﾌﾞﾔ ﾒｲﾐ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
1 83 岩嵜有加里 ｲﾜｻｷ ﾕｶﾘ 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大4
2 798 谷口　憂羅 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾗ 高崎健大 ﾀｶｹﾝﾀﾞｲ 大1
3 872 芦村　優奈 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
4 1324 上田奈美希 ｳｴﾀﾞ ﾅﾐｷ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
5 536 大橋　悠依 ｵｵﾊｼ ﾕｲ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
6 478 松尾　美鈴 ﾏﾂｵ ﾐｽｽﾞ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
7 756 髙橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
8 1438 原　　美波 ﾊﾗ ﾐﾅﾐ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大3
9 212 鹿糠　志帆 ｶﾇｶ ｼﾎ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大4

6組
0 156 相良　也実 ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
1 1226 楢﨑　瑠美 ﾅﾗｻｷ ﾙﾐ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
2 403 渡辺　　彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
3 487 小西　伶実 ｺﾆｼ ﾚﾐ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
4 122 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 618 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
6 496 上田　桜子 ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｺ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
7 759 川原　愛梨 ｶﾜﾊﾗ ｱｲﾘ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
8 45 相澤　七実 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
9 1058 鹿子嶋　桜 ｶｺﾞｼﾏ ｻｸﾗ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
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