
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. :  45 女子  100m 自由形 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 学関西 805 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 近畿大 大4
5 学中部 658 舩本　愛子 ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ 新潟医福大 大1
6
7
8

2組
1
2 学関東 537 伊東亜依海 ｲﾄｳ ｱｲﾐ 山梨学院大 大1
3 学関西 710 新山くるみ ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ 大阪体育大 大3
4 学関東 312 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 専修大 大4
5 学関東 99 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 日本体育大 大3
6 学関東 29 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 法政大 大2
7 学九州 997 伊藤　香乃 ｲﾄｳ ｶﾉ 鹿屋体育大 大2
8

3組
1 学関東 91 野呂　優花 ﾉﾛ ﾕｳｶ 日本体育大 大4
2 学関東 271 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 筑波大 大3
3 学関東 348 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 神奈川大 大1
4 学関東 450 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 日本大 大4
5 学九州 1000 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 鹿屋体育大 大1
6 学関東 414 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 早稲田大 大2
7 学関東 106 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 日本体育大 大1
8 学中部 647 笹原世玲菜 ｻｻﾊﾗ ｾﾚﾅ 新潟医福大 大3

4組
1 学関東 371 山本　真白 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ 東洋大 大4
2 学関東 349 ｷﾝｸﾞｱﾘｼｱ ｷﾝｸﾞ ｱﾘｼｱ 神奈川大 大1
3 学関東 381 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 東洋大 大1
4 学中部 597 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 中京大 大1
5 学中部 582 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 中京大 大3
6 学関東 336 内田　愛理 ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 神奈川大 大3
7 学関東 459 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 日本大 大1
8 学関東 118 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 日本女子体大 大3

5組
1 学関東 280 賀部　寿音 ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 筑波大 大1
2 学中部 588 阿部なつき ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 中京大 大2
3 学中部 652 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 新潟医福大 大2
4 学関東 64 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 中央大 大1
5 学関東 251 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 明治大 大2
6 学関東 275 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 筑波大 大2
7 学関東 21 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 法政大 大4
8 学関東 453 松村　多恵 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ 日本大 大2
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