
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 33 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   3組 日本記録  3:54.73
大会記録  4:01.10

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1 青山学院大 304 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 大2

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 306 野本ひかる ﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ 大2
301 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 大3
307 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 大1

2 日本女子体大 123 川村　果歩 ｶﾜﾑﾗ ｶﾎ 大3
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 127 今泉　沙彩 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｻｱﾔ 大2

128 有賀　寧々 ｱﾙｶﾞ ﾈﾈ 大2
126 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 大2

3 明治大 255 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 大4
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 257 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 大2

260 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 大1
261 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 大1

4 日本体育大 100 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 大4
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 103 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 大3

109 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 大2
112 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 大2

5 新潟医福大 688 山﨑　　光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 大2
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 681 深澤　　舞 ﾌｶｻﾜ ﾏｲ 大4

682 五井　愛華 ｺﾞｲ ﾏﾅｶ 大4
690 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 大1

6 法政大 36 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 大2
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 29 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 大3

28 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 大3
30 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 大3

7 国士舘大 191 岩見　紫音 ｲﾜﾐ ｼｵﾝ 大4
ｺｸｼｶﾝ 大学 195 池　　久乃 ｲｹ ﾋｻﾉ 大4

193 吉村　真子 ﾖｼﾑﾗ ﾏｺ 大4
192 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 大4

8 専修大 326 山本実ノ里 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ 大1
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 321 斉藤　亜未 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 大3

320 原　瑛梨乃 ﾊﾗ ｴﾘﾉ 大4
323 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 大3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 山梨学院大 566 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 大4

ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 570 宮下ももこ ﾐﾔｼﾀ ﾓﾓｺ 大1
569 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 大1
567 井山　美鈴 ｲﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 大2

2 慶應義塾大 158 永野　詩奈 ﾅｶﾞﾉ ｳﾀﾅ 大4
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 162 栗栖　菜々 ｸﾘｽ ﾅﾅ 大2

161 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 大3
159 渡辺　佳菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 大3

3 筑波大 290 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 大1
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 281 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ 大4

287 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 大2
283 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 大3

4 中京大 626 伊與田萌々 ｲﾖﾀﾞ ﾓﾓ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 613 千田舞奈美 ﾁﾀﾞ ﾏﾅﾐ 大4

620 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 大3
625 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 大2

5 早稲田大 429 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 大3
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 432 浅羽　　栞 ｱｻﾊﾞ ｼｵﾘ 大2

434 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 大2
435 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 大1

6 同志社大 846 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 大4
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 849 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 大2

850 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 大1
847 石井　千尋 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 大4

7 順天堂大 531 嵯峨　　皐 ｻｶﾞ ｻﾂｷ 大3
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 534 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 大2

536 星　　美里 ﾎｼ ﾐｻﾄ 大1
528 関　　彩花 ｾｷ ｱﾔｶ 大4

8 大阪体育大 736 谷向　花梨 ﾀﾆｻｷ ｶﾘﾝ 大3
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 740 榮樂　遥香 ｴｲﾗｸ ﾊﾙｶ 大2

743 福田　萌乃 ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ 大1
742 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 大1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 愛知教育大 661 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 大1

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 658 安藤　綾美 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ 大2
659 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 大1
653 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 大4

2 鹿屋体育大 1001 吉原　杏実 ﾖｼﾊﾗ ｱﾐ 大2
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 999 藤坂　侑実 ﾌｼﾞｻｶ ﾕﾐ 大4

998 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 大4
1000 髙宮　玲音 ﾀｶﾐﾔ ﾚｵﾝ 大3

3 日本大 477 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 466 高梨　汐音 ﾀｶﾅｼ ｼｵﾈ 大4

473 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 大3
471 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 大3

4 東洋大 388 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 大3
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 391 磯部　沙綾 ｲｿﾍﾞ ｻｱﾔ 大3

394 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 大2
397 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 大1

5 神奈川大 357 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 大1
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 349 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 大3

353 内田かりん ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ 大2
356 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 大2

6 近畿大 821 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 大2
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 825 岡田　侑奈 ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 大1

814 森　　里菜 ﾓﾘ ﾘﾅ 大4
818 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 大3

7 武庫川女子大 772 今西　志帆 ｲﾏﾆｼ ｼﾎ 大4
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 773 吉岡　千尋 ﾖｼｵｶ ﾁﾋﾛ 大4

777 田中　唯稀 ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 大2
779 高谷　海咲 ﾀｶﾔ ﾐｻｷ 大1

8 東海大 506 桜井　莉伽 ｻｸﾗｲ ﾘｶ 大2
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 503 小林ちひろ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 大3

502 佐藤　　栞 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 大3
501 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 大4
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