
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

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

1組
0

1 広島大 1268 金﨑　遥香 ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ 大4
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学 1269 長尾　海香 ﾅｶﾞｵ ﾐｶ 大3

1270 檀浦　朋恵 ﾀﾞﾝｳﾗ ﾄﾓｴ 大2
1272 山﨑　　響 ﾔﾏｻｷ ﾋﾋﾞｷ 大1

2 弘前大 1454 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 大4
ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学 1455 岩下　　葵 ｲﾜｼﾀ ｱｵｲ 大3

1453 櫻庭　　碧 ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ 大4
1456 福士　千陽 ﾌｸｼ ﾁﾋﾛ 大3

3 岐阜聖徳学大 862 城田千星莉 ｼﾛﾀ ﾁｾﾘ 大2
ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 863 朝日　菜月 ｱｻﾋ ﾅﾂｷ 大1

860 羽賀　友香 ﾊｶﾞ ﾄﾓｶ 大3
864 林　　理紗 ﾊﾔｼ ﾘｻ 大1

4 順天堂大 633 菅谷　涼乃 ｽｶﾞﾔ ｽｽﾞﾉ 大2
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 637 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 大1

636 菊地　夏佳 ｷｸﾁ ﾅﾂｶ 大1
634 嵯峨　　皐 ｻｶﾞ ｻﾂｷ 大2

5 東海学園大 885 青嶋　瑠菜 ｱｵｼﾏ ﾙﾅ 大1
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大学 878 三島萌々華 ﾐｼﾏ ﾓﾓｶ 大3

877 井上はづき ｲﾉｳｴ ﾊﾂﾞｷ 大3
882 高山　菜月 ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾞｷ 大2

6 山口大 1282 藤井　景理 ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 大1
ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学 1279 姫嶋　真依 ﾋﾒｼﾏ ﾏｲ 大2

1280 安本　彩夏 ﾔｽﾓﾄ ｱﾔｶ 大2
1281 緒方美沙希 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 大2

7 東北学院大 1424 菅野　凪紗 ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 大1
ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大学 1420 三浦　梅香 ﾐｳﾗ ｳﾒｶ 大4

1425 小松　奏笑 ｺﾏﾂ ｶﾅｴ 大1
1421 工藤　有紗 ｸﾄﾞｳ ｱﾘｻ 大3
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2組
0 鹿児島大 1342 荻田　早希 ｵｷﾞﾀ ｻｷ 大3

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ 大学 1341 和田実央理 ﾜﾀﾞ ﾐｵﾘ 大2
1344 池田　芽生 ｲｹﾀﾞ ﾒｲ 大1
1343 若松　来夢 ﾜｶﾏﾂ ﾗｲﾑ 大2

1 慶應義塾大 192 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 大2
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 189 永野　詩奈 ﾅｶﾞﾉ ｳﾀﾅ 大3

190 渡辺　佳菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 大2
186 小島日佳里 ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 大4

2 武庫川女子大 1004 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 大2
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 1009 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 大1

1003 好川さくら ﾖｼｶﾜ ｻｸﾗ 大2
998 井本　沙希 ｲﾓﾄ ｻｷ 大4

3 日本大 565 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 573 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 大1

569 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 大2
566 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 大2

4 東洋大 474 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 大2
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 481 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 大1

479 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 大1
465 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 大4

5 筑波大 348 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 大4
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 359 今村　涼花 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ 大1

351 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 大3
357 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 大2

6 日本女子体大 136 植木優唯奈 ｳｴｷ ﾕｲﾅ 大2
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 146 伊藤　理智 ｲﾄｳ ﾘｻﾄ 大1

144 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 大1
142 稲垣　　優 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｲ 大2

7 大阪体育大 918 佐藤　　菫 ｻﾄｳ ｽﾐﾚ 大4
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 919 丹下　明希 ﾀﾝｹﾞ ｱｷ 大4

933 新山くるみ ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ 大1
921 難波　亜未 ﾅﾝﾊﾞ ｱﾐ 大4

8 天理大 1119 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 大3
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大学 1122 安達　貴砂 ｱﾀﾞﾁ ｷｻ 大1

1116 玉置真奈美 ﾀﾏｵｷ ﾏﾅﾐ 大3
1114 田中　香帆 ﾀﾅｶ ｶﾎ 大3

9 至学館大 770 宍戸　菜穂 ｼｼﾄﾞ ﾅﾎ 大3
ｼｶﾞｯｶﾝ 大学 776 高橋　美空 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 大1

775 菊池　祐以 ｷｸﾁ ﾕｲ 大2
769 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 大3
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3組
0 岡山大 1256 福田　　瞳 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ 大4

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学 1260 巻幡　　樂 ﾏｷﾊﾀ ﾗｸ 大1
1257 三島　優花 ﾐｼﾏ ﾕｳｶ 大3
1259 桂　実津季 ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ 大2

1 立教大 281 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 大2
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 274 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 大4

278 大久保美沙 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｻ 大3
279 田淵　晴夏 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ 大2

2 東海大 604 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 605 佐藤　　栞 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 大2

608 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 大1
600 荒岡　成美 ｱﾗｵｶ ﾅﾙﾐ 大4

3 近畿大 1067 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 大1
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 1066 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 大1

1054 北田　　優 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 大4
1056 神﨑　百恵 ｺｳｻﾞｷ ﾓﾓｴ 大3

4 早稲田大 509 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 大2
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 515 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 大1

508 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 大2
504 濱口　真子 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾏｺ 大4

5 日本体育大 108 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 123 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 大1

104 金子　喜恵 ｶﾈｺ ｷｴ 大4
105 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 大4

6 鹿屋体育大 1374 端野　咲紀 ﾊｼﾉ ｻｷ 大1
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 1372 髙宮　玲音 ﾀｶﾐﾔ ﾚｵﾝ 大2

1366 鳥居　真世 ﾄﾘｲ ﾏﾖ 大4
1368 川﨑　　碧 ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 大4

7 山梨学院大 669 青木舞利奈 ｱｵｷ ﾏﾘﾅ 大4
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 670 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 大4

673 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 大3
672 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 大3

8 国士舘大 229 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 大3
ｺｸｼｶﾝ 大学 236 塩澤　穂香 ｼｵｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 大1

237 中園　千尋 ﾅｶｿﾞﾉ ﾁﾋﾛ 大1
226 今田　薫乃 ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 大4

9 愛知教育大 784 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 大3
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 783 小久保紗由佳 ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ 大4

785 市野　梨名 ｲﾁﾉ ﾘﾅ 大3
790 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 大1
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4組
0 青山学院大 382 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 大1

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 376 大神詩央里 ｵｵｶﾞﾐ ｼｵﾘ 大3
378 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 大2
374 川路　遥香 ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ 大4

1 専修大 400 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 大2
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 396 中島みなみ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 大4

403 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 大1
404 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 大1

2 新潟医福大 833 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 大3
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 842 笹原世玲菜 ｻｻﾊﾗ ｾﾚﾅ 大1

840 篠原　明美 ｼﾉﾊﾗ ｱｹﾐ 大1
828 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 大4

3 法政大 30 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 34 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 大2

37 田中　瑞姫 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾞｷ 大1
20 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 大4

4 中京大 751 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 大1
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 739 岩田　旭代 ｲﾜﾀ ｱｷﾖ 大3

733 相馬　あい ｿｳﾏ ｱｲ 大4
747 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 大1

5 神奈川大 438 仮屋　美邑 ｶﾘﾔ ﾐｻﾄ 大1
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 425 清田　栞那 ｷﾖﾀ ｶﾝﾅ 大4

431 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 大2
433 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 大2

6 明治大 316 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 317 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 大4

319 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 大3
318 新倉みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 大4

7 同志社大 1093 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 大1
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 1091 石井　千尋 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 大3

1092 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 大1
1089 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 大4

8 関西大 1145 中川　麻子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 1152 横田　杏圭 ﾖｺﾀ ｷｮｳｶ 大1

1150 喜來　夏純 ｷﾗｲ ｶｽﾐ 大2
1151 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 大2

9 桐蔭横浜大 694 鵜飼　雪菜 ｳｶﾞｲ ﾕｷﾅ 大3
ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大学 695 濱上　未祐 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾐﾕ 大2

696 前田　未夢 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕｳ 大2
692 若狭向日葵 ﾜｶｻ ﾋﾏﾜﾘ 大4
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