
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 北海道大 1554 坂田　里緒 ｻｶﾀ ﾘｵ 大1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1556 山崎　友子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ 大2

1557 落合　彩月 ｵﾁｱｲ ｻﾂｷ 大1
1560 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 大1

4 弘前大 1572 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 大1
ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学 1570 櫻庭　　碧 ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ 大1

1569 中村美智子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ 大2
1567 三上亜沙美 ﾐｶﾐ ｱｻﾐ 大4

5 川崎医福大 1406 竹谷　奏美 ﾀｹﾀﾆ ｶﾅﾐ 大3
ｶﾜｻｷｲﾌｸ 大学 1408 藤岡　志帆 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾎ 大2

1409 秋山　歩巳 ｱｷﾔﾏ ｱﾕﾐ 大1
1407 有安　真澄 ｱﾘﾔｽ ﾏｽﾐ 大2
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2組
0

1 広島大 1386 村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 大4
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1387 高山　千絵 ｺｳﾔﾏ ﾁｴ 大3

1391 家頭　　慈 ﾔｶﾞｼﾗ ﾒｸﾞﾐ 大3
1389 原　　美波 ﾊﾗ ﾐﾅﾐ 大4

2 九州共立大 1512 白石　成美 ｼﾗｲｼ ﾅﾙﾐ 大4
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1516 大川　真由 ｵｵｶﾜ ﾏﾕ 大1

1515 殿ヶ下美輝 ﾄﾉｶﾞｼﾀ ﾐｷ 大2
1513 山本　玲那 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 大3

3 愛知教育大 897 早川　由香 ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 大4
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 900 田中　晶子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ 大4

898 松波　歩実 ﾏﾂﾅﾐ ｱﾕﾐ 大4
905 小久保紗由佳 ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ 大1

4 順天堂大 741 望月奈菜子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅﾅｺ 大1
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 738 佐藤　佳奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 大2

737 富井　千陽 ﾄﾐｲ ﾁﾊﾙ 大3
742 大久保侑央 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ 大1

5 国士舘大 294 伊賀崎ひかる ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ 大1
ｺｸｼｶﾝ 大学 290 吉川　　萌 ﾖｼｶﾜ ﾓﾕ 大1

278 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 大4
274 澤井　美佐 ｻﾜｲ ﾐｻ 大4

6 至学館大 879 石川　舞花 ｲｼｶﾜ ﾏｲｶ 大4
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 890 伊藤　瑞季 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 大1

887 長岡　千聖 ﾅｶﾞｵｶ ﾁｻﾄ 大1
889 櫻井　美希 ｻｸﾗｲ ﾐｷ 大1

7 拓殖大 310 武山　　茜 ﾀｹﾔﾏ ｱｶﾈ 大3
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 314 千島　　晶 ﾁｼﾏ ｱｷﾗ 大2

313 小野寺優実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐ 大2
315 朝長千恵子 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ 大1

8 香川大 1403 三好彩香理 ﾐﾖｼ ｱｶﾘ 大1
ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 1401 秋山　和慧 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞｴ 大2

1400 七條　　晶 ｼﾁｼﾞｮｳ ｱｷ 大3
1402 梶　明日香 ｶｼﾞ ｱｽｶ 大1
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3組
0 福岡大 1438 江郷　遥香 ｴｺﾞｳ ﾊﾙｶ 大3

ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1444 田中　真央 ﾀﾅｶ ﾏｵ 大1
1440 井上　奈苗 ｲﾉｳｴ ﾅﾅｴ 大2
1439 徳重　友里 ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾘ 大3

1 関西大 1286 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 大3
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1292 松岡　弥玖 ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 大1

1293 中川　麻子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ 大1
1288 眞野　美佳 ﾏﾉ ﾐｶ 大2

2 大阪体育大 1043 菅原　　碧 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 大4
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1049 宮地　杏奈 ﾐﾔﾁ ｱﾝﾅ 大2

1048 大西　迪瑠 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ 大2
1047 藤田紗矢香 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ 大2

3 筑波大 439 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 大1
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 428 大西　綾香 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 大3

432 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 大2
430 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大3

4 明治大 395 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 391 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 大4

396 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 大1
392 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 大3

5 法政大 43 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 大4
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 53 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 大1

46 西尾奈那子 ﾆｼｵ ﾅﾅｺ 大3
47 小松　桃子 ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ 大3

6 日本女子体大 158 木村　美咲 ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 大4
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 156 浅野可奈美 ｱｻﾉ ｶﾅﾐ 大4

159 齋藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 大3
170 伊藤　美星 ｲﾄｳ ﾐﾎｼ 大2

7 天理大 1261 轟　明日香 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｽｶ 大1
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1251 笹沼　美徳 ｻｻﾇﾏ ﾐﾉﾘ 大4

1250 前田　知慧 ﾏｴﾀﾞ ﾁｴ 大4
1260 川崎　実鈴 ｶﾜｻｷ ﾐｽｽﾞ 大1

8 青山学院大 452 野崎　美優 ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ 大3
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 451 堀江こゆき ﾎﾘｴ ｺﾕｷ 大2

456 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 大1
455 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 大1

9 桐蔭横浜大 807 眞野恵里奈 ﾏﾉ ｴﾘﾅ 大3
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 810 古知屋美汐 ｺﾁﾔ ﾐｼｵ 大2

809 山本　知佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ 大2
806 布施谷　唯 ﾌｾﾔ ﾕｲ 大4
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4組
0 同志社大 1225 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 大2

ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1227 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 大1
1223 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 大3
1221 國廣　紀子 ｸﾆﾋﾛ ｷｺ 大4

1 大阪国際大 1335 天野　夏海 ｱﾏﾉ ﾅﾂﾐ 大1
ｵｵｻｶｺｸｻｲ 大学 1333 阿部　瑠花 ｱﾍﾞ ﾙｶ 大3

1337 原田　麻世 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾖ 大1
1336 川上　笑佳 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｶ 大1

2 大阪教育大 1069 山本　映実 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ 大3
ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1066 渡邊有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 大4

1073 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 大1
1068 徳永明香理 ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾘ 大4

3 立教大 356 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 352 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 大2

343 片岡　采子 ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ 大4
342 佐藤　詠美 ｻﾄｳ ｴﾐ 大4

4 早稲田大 603 勝山　晴海 ｶﾂﾔﾏ ﾊﾙﾐ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 609 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 大2

601 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 大4
610 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大2

5 東洋大 562 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ 大4
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 561 宮本　靖子 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ 大4

569 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大2
572 遠山ひかり ﾄｵﾔﾏ ﾋｶﾘ 大1

6 日本大 664 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ 大1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 656 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ 大4

662 井上　愛梨 ｲﾉｳｴ ﾏﾘ 大1
654 寺村　美穂 ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ 大4

7 近畿大 1194 立花　沙奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ 大1
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1183 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 大2

1187 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 大2
1181 筒井　真彩 ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ 大2

8 東海大 704 井上　真綾 ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 706 日下部玲奈 ｸｻｶﾍﾞ ﾚｲﾅ 大3

710 奥山　瑞稀 ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 大2
703 細越　　智 ﾎｿｺｼ ｻﾄﾘ 大4

9 岡山大 1371 則正茉奈果 ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ 大4
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1373 舩越　香帆 ﾌﾅｺｼ ｶﾎ 大3

1370 岡田　真衣 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ 大4
1375 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 大2
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5組
0 東北学院大 1537 酒井みなみ ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 大2

ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1535 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 大4
1538 小野　聖実 ｵﾉ ｷﾖﾐ 大2
1539 三浦　梅香 ﾐｳﾗ ｳﾒｶ 大1

1 鹿屋体育大 1488 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 大2
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1482 大黒　舞子 ｵｵｸﾛ ﾏｲｺ 大4

1484 菅　晴瑠奈 ｽｶﾞ ﾊﾙﾅ 大3
1486 牟田　絢香 ﾑﾀ ｱﾔｶ 大3

2 新潟医福大 973 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 大1
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 962 佐藤　有里 ｻﾄｳ ﾕﾘ 大3

956 橋本実沙紀 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ 大4
955 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 大4

3 神奈川大 511 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 大4
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 515 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ 大3

519 上田　桜子 ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｺ 大3
531 棚辺　　南 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 大1

4 中京大 872 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 大1
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 857 西早　　櫻 ﾆｼﾊﾔ ｻｸﾗ 大4

865 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 大2
851 森　万柚子 ﾓﾘ ﾏﾕｺ 大4

5 日本体育大 127 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 135 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大2

123 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ 大4
143 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 大1

6 山梨学院大 780 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 大2
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 782 青木舞利奈 ｱｵｷ ﾏﾘﾅ 大1

774 瀬下　茉利 ｾｼﾓ ﾏﾘ 大3
775 生田　真結 ｲｸﾀ ﾏﾕ 大3

7 武庫川女子大 1133 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 大2
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 1116 濱田　　純 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 大4

1120 杉田　まり ｽｷﾞﾀ ﾏﾘ 大4
1121 鎌田　憂希 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 大4

8 専修大 474 鈴木　　凜 ｽｽﾞｷ ﾘﾝ 大4
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 484 木澤理寿夢 ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ 大1

482 佐藤帆乃佳 ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 大2
476 平岩　里菜 ﾋﾗｲﾜ ﾘﾅ 大4

9 東海学園大 1012 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 大3
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 1005 上岡　杏奈 ｳｴｵｶ ｱﾝﾅ 大4

1017 市川　瑛美 ｲﾁｶﾜ ｴﾐ 大1
1008 松林　美玖 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 大3
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