
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. :  27 女子  100m バタフライ 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 1030 菅野　凪紗 ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 東北学院大 大3
4 学中部 593 畑田真奈穂 ﾊﾀﾀﾞ ﾏﾅﾎ 中京大 大1
5 学関東 537 伊東亜依海 ｲﾄｳ ｱｲﾐ 山梨学院大 大1
6
7
8

2組
1
2 学関東 31 森柄　花菜 ﾓﾘｴ ﾊﾅ 法政大 大2
3 学関西 870 喜來　夏純 ｷﾗｲ ｶｽﾐ 関西大 大4
4 学関東 18 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 法政大 大4
5 学関東 122 早川　　碧 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ 日本女子体大 大1
6 学関東 314 山本実ノ里 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ 専修大 大2
7 学中部 619 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 愛知教育大 大2
8

3組
1 学関東 501 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 順天堂大 大1
2 学関西 821 星山　茅奈 ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ 近畿大 大1
3 学関東 251 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 明治大 大2
4 学関東 274 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 筑波大 大3
5 学関東 269 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 筑波大 大4
6 学関東 340 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 神奈川大 大3
7 学関東 380 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 東洋大 大1
8 学九州 967 長森　花楓 ﾅｶﾞﾓﾘ ｶｴﾃﾞ 福岡大 大1

4組
1 学関東 92 真鍋　璃美 ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾐ 日本体育大 大4
2 学中部 596 廣下　菜月 ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ 中京大 大1
3 学関東 457 野村　京桜 ﾉﾑﾗ ｷｮｳｻｸﾗ 日本大 大1
4 学関東 451 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 日本大 大3
5 学中部 651 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 新潟医福大 大3
6 学関東 250 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 明治大 大2
7 学関西 811 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 近畿大 大3
8 学関東 311 落合すみれ ｵﾁｱｲ ｽﾐﾚ 専修大 大4

5組
1 学関東 24 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 法政大 大3
2 学中部 645 盛　　音葉 ﾓﾘ ｵﾄﾊ 新潟医福大 大4
3 学関東 97 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 日本体育大 大3
4 学関東 448 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 日本大 大4
5 学関東 337 内田かりん ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ 神奈川大 大3
6 学関西 841 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 同志社大 大2
7 学関東 151 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 慶應義塾大 大4
8 学関西 875 原　美都紀 ﾊﾗ ﾐﾂｷ 関西大 大3
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