
日本記録   3:54.73
競技No. :  33 女子 4x100m メドレーリレー 予選

大会記録   4:01.10

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 37 立教大 学関東 220 髙原　彩花 ﾀｶﾊﾗ ｻﾔｶ 大1

ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学 218 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 大2
219 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 大1
215 千葉すみれ ﾁﾊﾞ ｽﾐﾚ 大3

2 158 武庫川女子大 学関西 762 山下　紗知 ﾔﾏｼﾀ ｻﾁ 大1
ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大学 755 熊野　亜美 ｸﾏﾉ ｱﾐ 大3

753 田中　唯稀 ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 大3
750 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 大4

3 166 近畿大 学関西 810 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 大3
ｷﾝｷﾀﾞｲ 大学 812 岡田　侑奈 ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 大2

821 星山　茅奈 ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ 大1
818 難波　実夢 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾕ 大1

4 11 日本体育大 学関東 96 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 大3
ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大学 90 関戸　珠実 ｾｷﾄ ﾀﾏﾐ 大4

97 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 大3
91 野呂　優花 ﾉﾛ ﾕｳｶ 大4

5 133 新潟医福大 学中部 649 山﨑　　光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 大3
ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大学 657 田宮　風香 ﾀﾐﾔ ﾌｳｶ 大1

651 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 大3
652 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 大2

6 4 法政大 学関東 32 石田　瑠海 ｲｼﾀﾞ ﾙｶ 大1
ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大学 19 奈須田ゆうか ﾅｽﾀﾞ ﾕｳｶ 大4

18 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 大4
20 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 大4

7 183 関西大 学関西 871 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 大4
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大学 874 奥田　　凜 ｵｸﾀﾞ ﾘﾝ 大3

875 原　美都紀 ﾊﾗ ﾐﾂｷ 大3
877 林　　依茉 ﾊﾔｼ ｴﾏ 大2

8 57 青山学院大 学関東 291 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 大3
ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大学 293 野本ひかる ﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ 大3

289 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 大4
292 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 大3
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2組
1 66 専修大 学関東 313 角田　桃香 ﾂﾉﾀﾞ ﾓﾓｶ 大4

ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学 310 斉藤　亜未 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 大4
311 落合すみれ ｵﾁｱｲ ｽﾐﾚ 大4
312 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 大4

2 97 順天堂大 学関東 499 星　　美里 ﾎｼ ﾐｻﾄ 大2
ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大学 500 肥尾　帆波 ﾋｵ ﾎﾅﾐ 大1

501 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 大1
495 菊地　夏佳 ｷｸﾁ ﾅﾂｶ 大3

3 51 筑波大 学関東 277 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 大2
ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学 270 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 大4

269 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 大4
275 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 大2

4 44 明治大 学関東 252 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 大1
ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大学 247 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 大3

250 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 大2
251 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 大2

5 115 中京大 学中部 583 伊與田萌々 ｲﾖﾀﾞ ﾓﾓ 大3
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大学 586 吉田　杏子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 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

6 10 中央大 学関東 65 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 大1
ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ 大学 62 緒方　温菜 ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ 大2

61 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 大4
64 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 大1

7 93 東海大 学関東 476 大和茉里亜 ﾔﾏﾄ ﾏﾘｱ 大3
ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大学 474 小林ちひろ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 大4

475 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 大3
473 佐藤　　栞 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 大4

8 214 鹿屋体育大 学九州 994 吉原　杏実 ﾖｼﾊﾗ ｱﾐ 大3
ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学 999 宮崎菜々子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｺ 大1

996 田中さくら ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 大2
1000 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 大1
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3組
1 150 大阪体育大 学関西 707 谷向　花梨 ﾀﾆｻｷ ｶﾘﾝ 大4

ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大学 708 戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 大3
713 新井はる佳 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 大2
710 新山くるみ ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ 大3

2 170 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 844 橋本　萌夏 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾉｶ 大1

841 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 大2
839 國友　芙緒 ｸﾆﾄﾓ ﾌﾐｵ 大3

3 85 日本大 学関東 452 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 大3
ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大学 451 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 大3

448 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 大4
450 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 大4

4 74 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

380 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 大1
375 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 大2

5 70 神奈川大 学関東 341 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 大2
ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学 344 石原　愛依 ｲｼﾊﾗ ﾒｲ 大2

337 内田かりん ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ 大3
348 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 大1

6 82 早稲田大 学関東 415 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 大1
ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大学 409 浅羽　　栞 ｱｻﾊﾞ ｼｵﾘ 大3

406 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ 大4
414 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 大2

7 124 愛知教育大 学中部 618 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 大4
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学 620 大島　彩奈 ｵｵｼﾏ ｱﾔﾅ 大2

619 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 大2
622 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 大2

8 136 岐阜聖徳学大 学中部 670 清水　夏海 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 大2
ｷﾞｼｮｳﾀﾞｲ 大学 668 朝日　菜月 ｱｻﾋ ﾅﾂｷ 大3

672 中島　祐佳 ﾅｶｼﾏ ﾕｶ 大1
669 林　　理紗 ﾊﾔｼ ﾘｻ 大3

2021/10/09 09:59:06 SEIKO Swimming Results System Page 3

スタートリスト


