
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 51 女子   4x200m   フリーリレー   予選   3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
1 順天堂大 530 菅谷　涼乃 ｽｶﾞﾔ ｽｽﾞﾉ 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
532 菊地　夏佳 ｷｸﾁ ﾅﾂｶ 大2
531 嵯峨　　皐 ｻｶﾞ ｻﾂｷ 大3

2 日本女子体大 120 植木優唯奈 ｳｴｷ ﾕｲﾅ 大3
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 129 伊藤　理智 ｲﾄｳ ﾘｻﾄ 大2

124 稲垣　　優 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｲ 大3
127 今泉　沙彩 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｻｱﾔ 大2

3 筑波大 283 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 大3
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 282 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 大3

285 今村　涼花 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ 大2
279 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 大4

4 神奈川大 354 仮屋　美邑 ｶﾘﾔ ﾐｻﾄ 大2
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 348 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 大3

359 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 大1
347 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 大3

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

37 田中　瑞姫 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾞｷ 大2
25 河田　華佳 ｶﾜﾀ ﾊﾅｶ 大4

6 同志社大 849 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 大2
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 850 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 大1

848 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 大2
847 石井　千尋 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 大4

7 立教大 229 渡邊　真衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 大1
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 228 山本　梨奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 大1

227 千葉すみれ ﾁﾊﾞ ｽﾐﾚ 大2
226 田淵　晴夏 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙｶ 大3

8 岡山大 棄権
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学
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水路 チーム名 泳者 学年
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2組
1 慶應義塾大 159 渡辺　佳菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 大3 棄権

ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 160 秋山　理沙 ｱｷﾔﾏ ﾘｻ 大3
158 永野　詩奈 ﾅｶﾞﾉ ｳﾀﾅ 大4
161 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 大3

2 専修大 323 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 大3
ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 326 山本実ノ里 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ 大1

322 落合すみれ ｵﾁｱｲ ｽﾐﾚ 大3
320 原　瑛梨乃 ﾊﾗ ｴﾘﾉ 大4

3 中京大 628 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 大2
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 627 古八　優季 ﾌﾙﾊﾁ ﾕｷ 大2

634 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 大1
625 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 大2

4 日本大 477 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 大2
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 465 奈良　梨花 ﾅﾗ ﾘｶ 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

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 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
428 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 大3

6 山梨学院大 569 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 大1
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 571 袴田　有美 ﾊｶﾏﾀ ｱﾐ 大1

570 宮下ももこ ﾐﾔｼﾀ ﾓﾓｺ 大1
566 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 大4

7 武庫川女子大 774 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 大3
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 779 高谷　海咲 ﾀｶﾔ ﾐｻｷ 大1

780 内田　真樹 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ 大1
776 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 大2

8 大阪体育大 742 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 大1
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 743 福田　萌乃 ﾌｸﾀﾞ ﾓｴﾉ 大1

738 新山くるみ ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ 大2
736 谷向　花梨 ﾀﾆｻｷ ｶﾘﾝ 大3
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3組
1 青山学院大 305 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 大2

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 307 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 大1
304 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 大2
301 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 大3

2 近畿大 816 小島　早織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 大3
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 824 菊地　未愛 ｷｸﾁ ﾐﾁｶ 大1

812 神﨑　百恵 ｺｳｻﾞｷ ﾓﾓｴ 大4
818 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 大3

3 明治大 261 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 大1
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 255 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ 大4

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

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 394 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 大2

397 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 大1
393 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 大2

5 日本体育大 110 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 大2
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 98 金森　菜月 ｶﾅﾓﾘ ﾅﾂｷ 大4

117 木村　優香 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 大1
99 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 大4

6 新潟医福大 690 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 大1
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 693 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 大1

686 笹原世玲菜 ｻｻﾊﾗ ｾﾚﾅ 大2
679 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 大4

7 東海大 501 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 大4
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 504 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 大2

502 佐藤　　栞 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 大3
505 大和茉里亜 ﾔﾏﾄ ﾏﾘｱ 大2

8 国士舘大 194 笹谷奈帆香 ｻｻﾀﾆ ﾅﾎｶ 大4
ｺｸｼｶﾝ 大学 192 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 大4

191 岩見　紫音 ｲﾜﾐ ｼｵﾝ 大4
202 髙野　二葉 ﾀｶﾉ ﾌﾀﾊﾞ 大1
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