
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. :  11 女子  100m 平泳ぎ 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 1031 安藤かんな ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾅ 東北学院大 大2
4 学関西 808 水野　美鈴 ﾐｽﾞﾉ ﾐｽｽﾞ 近畿大 大3
5 学関西 708 戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 大阪体育大 大3
6
7
8

2組
1
2 学関東 276 平林　優花 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 筑波大 大2
3 学中部 657 田宮　風香 ﾀﾐﾔ ﾌｳｶ 新潟医福大 大1
4 学中部 594 小栁　麻衣 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 中京大 大1
5 学関東 100 堀上　綺良 ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ 日本体育大 大2
6 学関西 822 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 近畿大 大1
7 学関東 500 肥尾　帆波 ﾋｵ ﾎﾅﾐ 順天堂大 大1
8

3組
1 学関東 26 齊藤　涼夏 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 法政大 大3
2 学関東 382 池田りんか ｲｹﾀﾞ ﾘﾝｶ 東洋大 大1
3 学関東 410 斎藤　千紘 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 早稲田大 大3
4 学関東 270 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 筑波大 大4
5 学関西 812 岡田　侑奈 ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 近畿大 大2
6 学関東 19 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 法政大 大4
7 学関東 218 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 立教大 大2
8 学関東 478 赤間　明希 ｱｶﾏ ｱｷ 東海大 大2

4組
1 学九州 1009 大迫　詩乃 ｵｵｻｺ ｼﾉ 九州共立大 大2
2 学関東 346 長谷　珠那 ﾊｾ ｽｽﾞﾅ 神奈川大 大1
3 学関東 334 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 神奈川大 大4
4 学関東 409 浅羽　　栞 ｱｻﾊﾞ ｼｵﾘ 早稲田大 大3
5 学関東 282 髙橋　奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 筑波大 大1
6 学中部 586 吉田　杏子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 中京大 大2
7 学中国 921 小島奈々葉 ｺｼﾞﾏ ﾅﾅﾊ 山陽学園大 大1
8 学関東 310 斉藤　亜未 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 専修大 大4

5組
1 学関西 755 熊野　亜美 ｸﾏﾉ ｱﾐ 武庫川女子大 大3
2 学関東 474 小林ちひろ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 東海大 大4
3 学関東 90 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 日本体育大 大4
4 学関東 247 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 明治大 大3
5 学関東 62 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 中央大 大2
6 学関東 249 大木　茉紘 ｵｵｷ ﾏﾋﾛ 明治大 大3
7 学中部 610 浅川　　楓 ｱｻｶﾜ ﾌｳ 至学館大 大2
8 学中部 668 朝日　菜月 ｱｻﾋ ﾅﾂｷ 岐阜聖徳学大 大3
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