
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

日本記録   3:36.17
競技No. :  13 女子 4x100m フリーリレー 予選

大会記録   3:40.26

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

1組
1 99 順天堂大 学関東 495 菊地　夏佳 ｷｸﾁ ﾅﾂｶ 大3

ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 496 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 大3
499 星　　美里 ﾎｼ ﾐｻﾄ 大2
501 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 大1

2 148 大阪体育大 学関西 710 新山くるみ ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ 大3
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 709 河岸　凜子 ｶﾜｷﾞｼ ﾘﾝｺ 大3

714 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 大2
707 谷向　花梨 ﾀﾆｻｷ ｶﾘﾝ 大4

3 217 鹿屋体育大 学九州 1000 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 大1
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 993 髙宮　玲音 ﾀｶﾐﾔ ﾚｵﾝ 大4

997 伊藤　香乃 ｲﾄｳ ｶﾉ 大2
992 讃岐　百花 ｻﾇｷ ﾓﾓｶ 大4

4 88 日本大 学関東 446 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 大4
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 459 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 大1

450 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 大4
451 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 大3

5 83 早稲田大 学関東 406 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 大4
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 415 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 大1

414 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 大2
405 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 大4

6 17 日本女子体大 学関東 118 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 大3
ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大学 114 山口　侑希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ 大4

113 植木優唯奈 ｳｴｷ ﾕｲﾅ 大4
121 岩﨑　　蘭 ｲﾜｻｷ ﾗﾝ 大2

7 38 立教大 学関東 215 千葉すみれ ﾁﾊﾞ ｽﾐﾚ 大3
ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 220 髙原　彩花 ﾀｶﾊﾗ ｻﾔｶ 大1

219 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 大1
217 渡邊　真衣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 大2

8 23 慶應義塾大 学関東 150 秋山　理沙 ｱｷﾔﾏ ﾘｻ 大4
ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大学 149 渡辺　佳菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 大4

151 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 大4
154 妻井　眞音 ﾂﾏｲ ﾏﾉﾝ 大1
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日本記録   3:36.17
競技No. :  13 女子 4x100m フリーリレー 予選

大会記録   3:40.26

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2組
1 56 青山学院大 学関東 292 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 大3

ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 291 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 大3
295 中村　天音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 大2
294 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 大2

2 110 山梨学院大 学関東 532 井山　美鈴 ｲﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 大3
ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 537 伊東亜依海 ｲﾄｳ ｱｲﾐ 大1

540 舛田　来唯 ﾏｽﾀﾞ ﾗｲ 大1
534 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 大2

3 13 日本体育大 学関東 98 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 97 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 大3

106 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 大1
91 野呂　優花 ﾉﾛ ﾕｳｶ 大4

4 116 中京大 学中部 582 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 588 阿部なつき ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 大2

596 廣下　菜月 ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ 大1
597 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 大1

5 134 新潟医福大 学中部 652 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 大2
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 647 笹原世玲菜 ｻｻﾊﾗ ｾﾚﾅ 大3

658 舩本　愛子 ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ 大1
644 余村　花梨 ﾖﾑﾗ ｶﾘﾝ 大4

6 171 同志社大 学関西 843 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 大1
ﾄﾞｳｼｼｬ 大学 841 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 大2

840 山本　美杏 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 大3
839 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 大3

7 43 明治大 学関東 251 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 大2
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 252 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 大1

250 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 大2
247 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 大3

8 129 愛知教育大 学中部 622 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 大2
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 619 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 大2

621 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 大2
623 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 大2
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水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

3組
1 94 東海大 学関東 475 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 大3

ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 473 佐藤　　栞 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 大4
477 桜井　莉伽 ｻｸﾗｲ ﾘｶ 大3
478 赤間　明希 ｱｶﾏ ｱｷ 大2

2 163 近畿大 学関西 818 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 大1
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 810 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 大3

811 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 大3
820 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 大1

3 52 筑波大 学関東 275 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 大2
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 270 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 大4

280 賀部　寿音 ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 大1
274 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 大3

4 76 東洋大 学関東 367 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 大4
ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大学 373 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 大3

381 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 大1
375 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 大2

5 69 神奈川大 学関東 348 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 大1
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 340 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 大3

336 内田　愛理 ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 大3
332 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 大4

6 1 法政大 学関東 21 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 大4
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 29 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 大2

20 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 大4
23 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 大4

7 159 武庫川女子大 学関西 756 高谷　海咲 ﾀｶﾔ ﾐｻｷ 大2
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 750 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 大4

759 渡邉　美有 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 大2
751 岡井谷美咲 ｵｶｲﾀﾆ ﾐｻｷ 大4

8 182 関西大 学関西 877 林　　依茉 ﾊﾔｼ ｴﾏ 大2
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 873 横田　杏圭 ﾖｺﾀ ｷｮｳｶ 大3

869 谷　　裕果 ﾀﾆ ﾕｳｶ 大4
876 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 大2
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