
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. :  29 女子  200m 個人メドレー 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 学中国 943 藤田奈乃把 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾉﾊ 川崎医福大 大3
4 学中部 591 笠松　咲蘭 ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ 中京大 大2
5 学北部 1034 伊藤　亜蓮 ｲﾄｳ ｱﾚﾝ 東北学院大 大1
6
7
8

2組
1 学関東 34 鴨下　奈苗 ｶﾓｼﾀ ﾅﾅｴ 法政大 大1
2 学関西 714 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 大阪体育大 大2
3 学関東 444 金指　柚香 ｶﾅｻｼ ﾕｳｶ 日本大 大4
4 学九州 999 宮崎菜々子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｺ 鹿屋体育大 大1
5 学北部 1053 木村　ユイ ｷﾑﾗ ﾕｲ 北翔大 大1
6 学関東 216 山本　梨奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ 立教大 大2
7 学関東 476 大和茉里亜 ﾔﾏﾄ ﾏﾘｱ 東海大 大3
8

3組
1 学九州 994 吉原　杏実 ﾖｼﾊﾗ ｱﾐ 鹿屋体育大 大3
2 学関東 27 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 法政大 大2
3 学関東 369 田中　佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 東洋大 大4
4 学関東 344 石原　愛依 ｲｼﾊﾗ ﾒｲ 神奈川大 大2
5 学関東 93 一戸　真央 ｲﾁﾉﾍ ﾏｵ 日本体育大 大4
6 学中部 587 東　みずき ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 中京大 大2
7 学関東 111 田中　花歩 ﾀﾅｶ ｶﾎ 日本体育大 大1
8 学関東 220 髙原　彩花 ﾀｶﾊﾗ ｻﾔｶ 立教大 大1

4組
1 学関東 496 近藤ちひろ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 順天堂大 大3
2 学関東 61 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 中央大 大4
3 学関東 339 室木　未菜 ﾑﾛｷ ﾐﾅ 神奈川大 大3
4 学関東 406 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 早稲田大 大4
5 学関東 415 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 早稲田大 大1
6 学関東 473 佐藤　　栞 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 東海大 大4
7 学関東 109 森　　　慈 ﾓﾘ ｲﾂｷ 日本体育大 大1
8 学関東 447 小柳　有芽 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕﾒ 日本大 大4

5組
1 学関西 717 枡井　　萌 ﾏｽｲ ﾓｴ 大阪体育大 大1
2 学関東 412 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 早稲田大 大3
3 学関東 23 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 法政大 大4
4 学関東 373 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 東洋大 大3
5 学関東 270 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 筑波大 大4
6 学関東 345 杉山　樺音 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ 神奈川大 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 学関東 535 宮下ももこ ﾐﾔｼﾀ ﾓﾓｺ 山梨学院大 大2
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