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1組
0

1

2

3 北海道大 1548 澁谷紗也華 ｼﾌﾞﾔ ｻﾔｶ 大1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1545 落合　彩月 ｵﾁｱｲ ｻﾂｷ 大2

1547 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 大2
1543 藤倉　玲奈 ﾌｼﾞｸﾗ ﾚｲﾅ 大3

4 松山大 1364 福岡　実姫 ﾌｸｵｶ ﾐｷ 大4
ﾏﾂﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1368 松友　希帆 ﾏﾂﾄﾓ ｷﾎ 大1

1366 清水　媛香 ｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ 大1
1363 青井　真優 ｱｵｲ ﾏﾕ 大4

5 川崎医福大 1383 秀安佑衣菜 ﾋﾃﾞﾔｽ ﾕｲﾅ 大1
ｶﾜｻｷｲﾌｸ 大学 1382 秋山　歩巳 ｱｷﾔﾏ ｱﾕﾐ 大2

1381 有安　真澄 ｱﾘﾔｽ ﾏｽﾐ 大3
1384 高田　彩花 ﾀｶﾀ ｱﾔｶ 大1
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2組
0

1 東北学院大 1527 三浦　梅香 ﾐｳﾗ ｳﾒｶ 大2
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1526 小野　聖実 ｵﾉ ｷﾖﾐ 大3

1525 酒井みなみ ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 大3
1524 山田　眞希 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 大4

2 弘前大 1553 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 大2
ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学 1552 櫻庭　　碧 ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ 大2

1554 福士　千陽 ﾌｸｼ ﾁﾋﾛ 大1
1551 中村美智子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ 大3

3 福岡大 1410 江郷　遥香 ｴｺﾞｳ ﾊﾙｶ 大4
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大学 1411 徳重　友里 ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾘ 大4

1414 藤　　愛海 ﾌｼﾞ ｱｲﾐ 大1
1415 豊福　莉子 ﾄﾖﾌｸ ﾘｺ 大1

4 拓殖大 278 武山　　茜 ﾀｹﾔﾏ ｱｶﾈ 大4
ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大学 283 武岡　瀬奈 ﾀｹｵｶ ｾﾅ 大1

284 津久井雪子 ﾂｸｲ ﾕｷｺ 大1
282 朝長千恵子 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ 大2

5 東海学園大 974 三島萌々華 ﾐｼﾏ ﾓﾓｶ 大1
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 969 山田　　梓 ﾔﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ 大3

973 井上はづき ｲﾉｳｴ ﾊﾂﾞｷ 大1
972 市川　瑛美 ｲﾁｶﾜ ｴﾐ 大2

6 順天堂大 667 大久保侑央 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ 大2
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 662 佐藤　佳奈 ｻﾄｳ ｶﾅ 大3

670 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 大1
664 大場　　黎 ｵｵﾊﾞ ﾚｲ 大3

7 九州共立大 1494 相坂かな子 ｱｲｻｶ ｶﾅｺ 大1
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1496 原田　美咲 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻｷ 大1

1495 堂脇　菜幹 ﾄﾞｳﾜｷ ﾅﾐｷ 大1
1491 山本　玲那 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 大4

8 西日本短大 1439 坂口　綾咲 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾔｻ 大1
ﾆｼﾀﾝ 大学 1438 佐藤萌々子 ｻﾄｳ ﾓﾓｺ 大1

1436 福島　香織 ﾌｸｼﾏ ｶｵﾘ 大1
1434 石井　　茜 ｲｼｲ ｱｶﾈ 大2

9

Page: 2/5 Printing: 2017/09/03 9:05:57

学九州

学九州

加　盟

学北部

学北部

学九州

学関東

学中部

学関東



スタートリスト 東和薬品ラクタブドーム

競技No. 71 女子   4x200m   フリーリレー   予選   5組 日本記録  7:50.43
大会記録  8:01.38

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 大阪教育大 1020 山本　映実 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ 大4

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学 1023 中原　優希 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 大3
1024 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 大2
1021 竹澤　美咲 ﾀｹｻﾞﾜ ﾐｻｷ 大4

1 専修大 447 中島みなみ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 大2
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 449 山田　　遥 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 大1

445 木澤理寿夢 ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ 大2
440 岡田　杏実 ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ 大4

2 国士舘大 252 今野　瑠菜 ｺﾝﾉ ﾙﾅ 大2
ｺｸｼｶﾝ 大学 259 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 大1

256 今田　薫乃 ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 大2
253 曽根　沙月 ｿﾈ ｻﾂｷ 大2

3 日本大 620 吉田真希子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ 大1
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 618 奈良　梨花 ﾅﾗ ﾘｶ 大1

614 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ 大2
607 渡邉　涼葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ 大3

4 神奈川大 490 濱中　　雪 ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ 大2
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 483 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ 大3

482 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 大3
478 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ 大4

5 東洋大 523 露内　若葉 ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ 大4
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 528 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大3

536 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 大2
525 大橋　悠依 ｵｵﾊｼ ﾕｲ 大4

6 日本女子体大 135 齋藤　里菜 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 大4
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 146 伊藤　美星 ｲﾄｳ ﾐﾎｼ 大3

136 國分ひなの ｺｸﾌﾞﾝ ﾋﾅﾉ 大4
149 吉田　奈央 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 大3

7 天理大 1216 西野　美妃 ﾆｼﾉ ﾐｷ 大2
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1205 山﨑　加菜 ﾔﾏｻｷ ｶﾅ 大4

1225 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 大1
1220 田中　香帆 ﾀﾅｶ ｶﾎ 大1

8 大阪体育大 1002 佐藤　　菫 ｻﾄｳ ｽﾐﾚ 大2
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 1000 宮地　杏奈 ﾐﾔﾁ ｱﾝﾅ 大3

1005 難波　亜未 ﾅﾝﾊﾞ ｱﾐ 大2
1003 丹下　明希 ﾀﾝｹﾞ ｱｷ 大2

9 至学館大 846 松居　千能 ﾏﾂｲ ﾁﾉ 大1
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 845 宍戸　菜穂 ｼｼﾄﾞ ﾅﾎ 大1

842 西田　花乃 ﾆｼﾀﾞ ﾊﾅﾉ 大2
841 伊藤　瑞季 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 大2
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4組
0 岡山大 1348 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 大3

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1347 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 大3
1349 三島　優花 ﾐｼﾏ ﾕｳｶ 大1
1345 舩越　香帆 ﾌﾅｺｼ ｶﾎ 大4

1 同志社大 1178 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 大3
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1180 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 大2

1177 末吉　　萌 ｽｴﾖｼ ﾓｴ 大3
1182 石井　千尋 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 大1

2 武庫川女子大 1071 三好　菜月 ﾐﾖｼ ﾅﾂｷ 大4
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 1079 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 大3

1076 仲野　優女 ﾅｶﾉ ﾕﾒ 大3
1069 茶谷　美帆 ﾁｬﾀﾆ ﾐﾎ 大4

3 明治大 360 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 359 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 大3

361 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 大2
363 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 大1

4 早稲田大 565 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 大3
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 566 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大3

568 川畑　志保 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ 大2
567 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 大3

5 日本体育大 120 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 130 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 大1

123 金子　喜恵 ｶﾈｺ ｷｴ 大2
114 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 大4

6 立教大 316 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 大2
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 318 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 大1

313 三木　眞子 ﾐｷ ﾏｺ 大3
321 大久保美沙 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｻ 大1

7 鹿屋体育大 1467 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 大3
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1471 小川　真侑 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 大2

1472 鳥居　真世 ﾄﾘｲ ﾏﾖ 大2
1474 川﨑　　碧 ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 大2

8 新潟医福大 923 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 大2
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 928 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 大1

911 佐藤　有里 ｻﾄｳ ﾕﾘ 大4
916 堀江　優希 ﾎﾘｴ ﾕｷ 大4

9 愛知教育大 853 水谷　華奈 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ 大2
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 856 市野　梨名 ｲﾁﾉ ﾘﾅ 大1

851 大内　優季 ｵｵｳﾁ ﾕｳｷ 大4
855 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 大1
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5組
0 桐蔭横浜大 764 鵜飼　雪菜 ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ 大1

ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 760 古知屋美汐 ｺﾁﾔ ﾐｼｵ 大3
758 廣橋　海結 ﾋﾛﾊｼ ﾐﾕ 大3
757 眞野恵里奈 ﾏﾉ ｴﾘﾅ 大4

1 関西大 1249 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1251 眞野　美佳 ﾏﾉ ﾐｶ 大3

1252 脇山　　遼 ﾜｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 大3
1256 中川　麻子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ 大2

2 近畿大 1140 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 大3
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1144 簑田　佳奈 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ 大3

1141 松本恵理子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｺ 大3
1151 神﨑　百恵 ｺｳｻﾞｷ ﾓﾓｴ 大1

3 筑波大 398 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 大2
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 401 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 大1

389 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 大4
392 齋藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 大3

4 中京大 806 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 大4
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 823 岩田　旭代 ｲﾜﾀ ｱｷﾖ 大1

821 横山ゆうき ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 大1
812 中山　実穂 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾎ 大3

5 法政大 38 小松　桃子 ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ 大4
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 50 河田　華佳 ｶﾜﾀ ﾊﾅｶ 大1

42 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 大3
37 西尾奈那子 ﾆｼｵ ﾅﾅｺ 大4

6 山梨学院大 727 青木舞利奈 ｱｵｷ ﾏﾘﾅ 大2
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 720 熊本　真季 ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ 大4

728 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 大2
724 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 大3

7 東海大 638 日下部玲奈 ｸｻｶﾍﾞ ﾚｲﾅ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 644 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 大1

639 大胡田あおい ｵｵｺﾞﾀﾞ ｱｵｲ 大4
640 安部　優希 ｱﾍﾞ ﾕｷ 大3

8 青山学院大 422 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 大2
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 418 堀江こゆき ﾎﾘｴ ｺﾕｷ 大3

425 大神詩央里 ｵｵｶﾞﾐ ｼｵﾘ 大1
421 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 大2

9 慶應義塾大 203 小松　えり ｺﾏﾂ ｴﾘ 大4
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 207 小島日佳里 ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 大2

205 林　　睦子 ﾊﾔｼ ﾑﾂｺ 大2
209 小松　あい ｺﾏﾂ ｱｲ 大2
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