
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 63 女子    400m   個人メドレー   予選   5組 日本記録  4:34.66
大会記録  4:38.15

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 1485 寺田　奈央 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
1 901 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3
2 660 宇佐見　渚 ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
3 1014 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2
4 150 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4
5 151 角屋明日香 ｶｸﾔ ｱｽｶ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大4
6 476 平岩　里菜 ﾋﾗｲﾜ ﾘﾅ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4
7 1293 中川　麻子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大1
8 339 谷内ひかり ﾀﾆｳﾁ ﾋｶﾘ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
9 713 荒岡　成美 ｱﾗｵｶ ﾅﾙﾐ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1

2組
0 175 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2
1 1113 長井もも香 ﾅｶﾞｲ ﾓﾓｶ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
2 345 渡部　汐音 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾈ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
3 485 横溝　夏実 ﾖｺﾐｿﾞ ﾅﾂﾐ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
4 530 石川　穂波 ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
5 808 廣橋　海結 ﾋﾛﾊｼ ﾐﾕ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大2
6 1345 山本　　唯 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大3
7 1265 朝田　浩子 ｱｻﾀﾞ ﾋﾛｺ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大1
8 712 網谷真梨恵 ｱﾐﾔ ﾏﾘｴ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
9 970 松田　千咲 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻｷ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2

3組
0 1141 井本　沙希 ｲﾓﾄ ｻｷ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
1 45 相澤　七実 ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
2 889 櫻井　美希 ｻｸﾗｲ ﾐｷ 至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ 大1
3 42 田中　瑞穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4 棄権
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4
5 1389 原　　美波 ﾊﾗ ﾐﾅﾐ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大4
6 813 谷口　憂羅 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾗ 高崎健大 ﾀｶｹﾝﾀﾞｲ 大2
7 296 今田　薫乃 ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大1
8 1188 平石　夕華 ﾋﾗｲｼ ﾕｳｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
9 396 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大1

4組
0 1122 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3
1 806 布施谷　唯 ﾌｾﾔ ﾕｲ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大4
2 870 東　　風音 ｱｽﾞﾏ ｶｻﾞﾈ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
3 576 小野寺涼夏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
4 564 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
5 867 芦村　優奈 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
6 859 永井　美沙 ﾅｶﾞｲ ﾐｻ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
7 1140 大野奈津子 ｵｵﾉ ﾅﾂｺ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
8 144 藤　　優実 ﾄｳ ﾕﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
9 478 岡田　杏実 ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 63 女子    400m   個人メドレー   予選   5組 日本記録  4:34.66
大会記録  4:38.15

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 1187 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
1 1048 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2
2 124 小松　渚奈 ｺﾏﾂ ﾅﾅ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
3 395 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大2 棄権
4 566 大橋　悠依 ｵｵﾊｼ ﾕｲ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
5 519 上田　桜子 ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｺ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
6 1186 楢﨑　瑠美 ﾅﾗｻｷ ﾙﾐ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
7 777 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2
8 778 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2
9 1046 長谷川百香 ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大2
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