
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. :  47 女子  100m 背泳ぎ 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 1051 高橋　奈央 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 東北福祉大 大2
4 学九州 1007 西田　亜未 ﾆｼﾀﾞ ｱﾐ 九州共立大 大3
5 学中国 941 井上　歩美 ｲﾉｳｴ ｱﾕﾐ 川崎医福大 大4
6
7
8

2組
1 学関東 313 角田　桃香 ﾂﾉﾀﾞ ﾓﾓｶ 専修大 大4
2 学関東 124 佐藤　　優 ｻﾄｳ ﾕｳ 日本女子体大 大1
3 学関東 198 髙橋　萌加 ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ 拓殖大 大2
4 学関西 815 山田ひかる ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 近畿大 大2
5 学関西 871 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 関西大 大4
6 学関西 762 山下　紗知 ﾔﾏｼﾀ ｻﾁ 武庫川女子大 大1
7 学関西 707 谷向　花梨 ﾀﾆｻｷ ｶﾘﾝ 大阪体育大 大4
8 学関東 498 佐藤　　柊 ｻﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ 順天堂大 大2

3組
1 学中部 653 青塚　美澪 ｱｵﾂｶ ﾐﾚｲ 新潟医福大 大2
2 学中部 618 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 愛知教育大 大4
3 学関東 65 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 中央大 大1
4 学関東 341 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 神奈川大 大2
5 学関東 96 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 日本体育大 大3
6 学関西 810 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 近畿大 大3
7 学関東 456 三浦　亜依 ﾐｳﾗ ｱｲ 日本大 大1
8 学中部 622 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 愛知教育大 大2

4組
1 学関東 269 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 筑波大 大4
2 学中部 575 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 中京大 大4
3 学関西 843 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 同志社大 大1
4 学中部 583 伊與田萌々 ｲﾖﾀﾞ ﾓﾓ 中京大 大3
5 学中部 649 山﨑　　光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 新潟医福大 大3
6 学関東 252 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 明治大 大1
7 学関東 277 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 筑波大 大2
8 学関東 102 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 日本体育大 大2

5組
1 学関東 101 加藤　杏樹 ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 日本体育大 大2
2 学関東 25 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 法政大 大3
3 学関東 499 星　　美里 ﾎｼ ﾐｻﾄ 順天堂大 大2
4 学関東 375 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 東洋大 大2
5 学中部 577 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 中京大 大4
6 学関東 32 石田　瑠海 ｲｼﾀﾞ ﾙｶ 法政大 大1
7 学関東 22 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 法政大 大4
8 学中部 682 山内　麻以 ﾔﾏｳﾁ ﾏｲ 東海学園大 大1
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