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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2 愛媛大 1312 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 大1
ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学 1310 岡藤　智秋 ｵｶﾌｼﾞ ﾁｱｷ 大1

1309 森口　静香 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ 大2
1308 車谷　勇奈 ｸﾙﾏﾀﾆ ｲｻﾅ 大3

3 九州共立大 1471 藤川　亜未 ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾐ 大1
ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 1467 堂脇　菜幹 ﾄﾞｳﾜｷ ﾅﾐｷ 大2

1469 中川　　環 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾏｷ 大1
1468 原田　美咲 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｻｷ 大2

4 至学館大 855 宍戸　菜穂 ｼｼﾄﾞ ﾅﾎ 大2
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 859 及川　美翔 ｵｲｶﾜ ﾐｶ 大1

860 西川　香澄 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾐ 大1
854 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 大2

5 岡山大 1337 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 大4
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1340 桂　実津季 ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ 大1

1338 福田　　瞳 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ 大3
1336 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 大4

6 弘前大 1532 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 大3
ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学 1531 櫻庭　　碧 ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ 大3

1533 福士　千陽 ﾌｸｼ ﾁﾋﾛ 大2
1530 中村美智子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ 大4

7

8

9
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2組
0 山口大 1362 岡村　侑香 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｶ 大4

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1365 安本　彩夏 ﾔｽﾓﾄ ｱﾔｶ 大1
1366 緒方美沙希 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 大1
1363 大﨑　優香 ｵｵｻｷ ﾕｳｶ 大2

1 立教大 339 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 332 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 大3

338 田淵　晴夏 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ 大1
337 大久保美沙 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｻ 大2

2 鹿屋体育大 1441 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 大4
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1451 髙宮　玲音 ﾀｶﾐﾔ ﾚｵﾝ 大1

1445 小川　真侑 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 大3
1448 川﨑　　碧 ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 大3

3 筑波大 411 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 420 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 大1

406 齋藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 大4
412 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 大3

4 早稲田大 586 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 大1
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 578 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 大4

585 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 大1
577 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 大4

5 神奈川大 514 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 大1
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 496 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 大4

504 濱中　　雪 ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ 大3
497 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ 大4

6 武庫川女子大 1066 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 大4
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 1077 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 大1

1064 仲野　優女 ﾅｶﾉ ﾕﾒ 大4
1071 井本　沙希 ｲﾓﾄ ｻｷ 大3

7 国士舘大 277 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 大2
ｺｸｼｶﾝ 大学 270 今野　瑠菜 ｺﾝﾉ ﾙﾅ 大3

274 今田　薫乃 ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 大3
271 曽根　沙月 ｿﾈ ｻﾂｷ 大3

8 関西大学 1237 眞野　美佳 ﾏﾉ ﾐｶ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1238 脇山　　遼 ﾜｷﾔﾏ ﾊﾙｶ 大4

1246 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 大1
1240 中川　麻子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ 大3

9 愛知教育大 874 市野　梨名 ｲﾁﾉ ﾘﾅ 大2
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 872 小久保紗由佳 ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ 大3

873 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 大2
875 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 大1
Page: 2/4 Printing: 2018/09/09 10:53:49

学関東

学関西

学中部

加　盟

学関東

学九州

学関東

学関東

学関東

学関西

学中国



スタートリスト 横浜国際プール

競技No. 71 女子   4x200m   フリーリレー   予選   4組 日本記録  7:48.96
大会記録  8:01.38

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 東海学園大 961 澤邊みのり ｻﾜﾍﾞ ﾐﾉﾘ 大1

ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 958 市川　瑛美 ｲﾁｶﾜ ｴﾐ 大3
959 井上はづき ｲﾉｳｴ ﾊﾂﾞｷ 大2
963 三木ひかる ﾐｷ ﾋｶﾙ 大1

1 専修大 460 中島みなみ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 大3
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 459 木澤理寿夢 ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ 大3

465 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 大1
466 角田　桃香 ﾂﾉﾀﾞ ﾓﾓｶ 大1

2 東海大 673 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 大2
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 675 佐藤　　栞 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 大1

668 後藤　里織 ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ 大4
666 安部　優希 ｱﾍﾞ ﾕｷ 大4

3 大阪体育大 998 佐藤　　菫 ｻﾄｳ ｽﾐﾚ 大3
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 996 宮地　杏奈 ﾐﾔﾁ ｱﾝﾅ 大4

995 大西　迪瑠 ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ 大4
999 丹下　明希 ﾀﾝｹﾞ ｱｷ 大3

4 中京大 818 寺田知佐美 ﾃﾗﾀﾞ ﾁｻﾐ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 810 中山　実穂 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾎ 大4

817 相馬　あい ｿｳﾏ ｱｲ 大3
807 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 大4

5 日本体育大 124 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 136 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 大2

128 金子　喜恵 ｶﾈｺ ｷｴ 大3
139 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 大2

6 近畿大 1133 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 大4
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1152 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 大1

1147 小島　早織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 大1
1134 松本恵理子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｺ 大4

7 新潟医福大 912 望月　　恵 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 大4
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 920 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 大2

929 盛　　音葉 ﾓﾘ ｵﾄﾊ 大1
916 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 大3

8 青山学院大 444 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 大1
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 442 大神詩央里 ｵｵｶﾞﾐ ｼｵﾘ 大2

439 林　　香波 ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ 大3
438 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 大3

9 東北学院大 1486 小野　聖実 ｵﾉ ｷﾖﾐ 大4
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1485 酒井みなみ ｻｶｲ ﾐﾅﾐ 大4

1487 三浦　梅香 ﾐｳﾗ ｳﾒｶ 大3
1488 工藤　有紗 ｸﾄﾞｳ ｱﾘｻ 大2
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4組
0 桐蔭横浜大 770 鵜飼　雪菜 ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ 大2

ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 768 古知屋美汐 ｺﾁﾔ ﾐｼｵ 大4
766 廣橋　海結 ﾋﾛﾊｼ ﾐﾕ 大4
771 濱上　未祐 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾐﾕ 大1

1 同志社大 1178 水谷利花子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1180 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 大3

1182 石井　千尋 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 大2
1176 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 大5

2 天理大学 1210 西野　美妃 ﾆｼﾉ ﾐｷ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1205 佐原　実穂 ｻﾊﾗ ﾐﾎ 大4

1215 田中　香帆 ﾀﾅｶ ｶﾎ 大2
1208 川崎　実鈴 ｶﾜｻｷ ﾐｽｽﾞ 大3

3 明治大 378 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 大3
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 377 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 大3

376 樋口　恵夢 ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ 大4
380 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 大2

4 法政大 50 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 大1
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 37 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 大3

35 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 大4
54 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 大1

5 東洋大 555 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 大1
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 542 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 大4

549 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 大3
543 布施谷結花 ﾌｾﾔ ﾕｶ 大4

6 山梨学院大 748 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 大2
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 746 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 大3

745 青木舞利奈 ｱｵｷ ﾏﾘﾅ 大3
742 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 大4

7 日本大 626 吉田真希子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 633 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 大1

629 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 大1
630 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 大1

8 日本女子体大 154 伊藤　美星 ｲﾄｳ ﾐﾎｼ 大4
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 166 植木優唯奈 ｳｴｷ ﾕｲﾅ 大1

171 稲垣　　優 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｲ 大1
165 大図　佳苗 ｵｵｽﾞ ｶﾅｴ 大2

9 北海道大 1516 澁谷紗也華 ｼﾌﾞﾔ ｻﾔｶ 大2
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 1518 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 大1

1517 小西　陽奈 ｺﾆｼ ﾊﾙﾅ 大1
1515 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 大3
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