
第97回日本学生選手権水泳競技大会

東京辰巳国際水泳場

競技No. :  1 女子   50m 自由形 予選

水路 加盟 登録No 氏名 ヨミガナ 所属名 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ

1組
1
2
3 学北部 1034 伊藤　亜蓮 ｲﾄｳ ｱﾚﾝ 東北学院大 大1
4 学関西 747 天野　百望 ｱﾏﾉ ﾓﾓ 関西学院大 大1
5 学関東 532 井山　美鈴 ｲﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 山梨学院大 大3
6
7
8

2組
1
2 学関東 335 上村華菜恵 ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ 神奈川大 大3
3 学関西 709 河岸　凜子 ｶﾜｷﾞｼ ﾘﾝｺ 大阪体育大 大3
4 学関東 291 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 青山学院大 大3
5 学関東 29 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 法政大 大2
6 学関東 92 真鍋　璃美 ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾐ 日本体育大 大4
7 学関西 710 新山くるみ ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ 大阪体育大 大3
8

3組
1 学中部 658 舩本　愛子 ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ 新潟医福大 大1
2 学関東 371 山本　真白 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ 東洋大 大4
3 学関東 91 野呂　優花 ﾉﾛ ﾕｳｶ 日本体育大 大4
4 学中部 597 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 中京大 大1
5 学関東 375 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 東洋大 大2
6 学関東 275 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 筑波大 大2
7 学関東 336 内田　愛理 ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 神奈川大 大3
8 学関西 805 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 近畿大 大4

4組
1 学中部 578 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 中京大 大4
2 学関東 280 賀部　寿音 ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 筑波大 大1
3 学関東 446 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 日本大 大4
4 学関東 450 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 日本大 大4
5 学関東 271 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 筑波大 大3
6 学中部 652 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 新潟医福大 大2
7 学関東 415 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 早稲田大 大1
8 学関東 118 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 日本女子体大 大3

5組
1 学中部 588 阿部なつき ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 中京大 大2
2 学関東 106 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 日本体育大 大1
3 学関東 414 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 早稲田大 大2
4 学関東 451 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 日本大 大3
5 学関東 340 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 神奈川大 大3
6 学九州 1000 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 鹿屋体育大 大1
7 学関西 839 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 同志社大 大3
8 学中部 651 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 新潟医福大 大3
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