
第60回全国国公立大学選手権水泳競技大会 Page    1

鹿児島・鴨池公園水泳プール

日本記録  2:07.13

大会記録  2:13.61

氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
1組 糟谷　詩織 ｶｽﾔ ｼｵﾘ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ

三木　紅葉 ﾐｷ ﾓﾐｼﾞ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
御代田花奈 ﾐﾖﾀ ｶﾅ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
岩田　博子 ｲﾜﾀ ﾋﾛｺ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
竹下　千尋 ﾀｹｼﾀ ﾁﾋﾛ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
三上亜沙美 ﾐｶﾐ ｱｻﾐ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ
中川さつき ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾂｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
國井　美里 ｸﾆｲ ﾐｻﾄ 山形大 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ
菊池　　瞳 ｷｸﾁ ﾋﾄﾐ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
冨田　愛美 ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 長崎大 ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ

2組 入江　麻子 ｲﾘｴ ﾏｺ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
小森麻友子 ｺﾓﾘ ﾏﾕｺ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ
松下　沙紀 ﾏﾂｼﾀ ｻｷ 長崎大 ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ
白石　恵理 ｼﾗｲｼ ｴﾘ 北九州市立大 ｷﾀｷｭｳﾀﾞｲ
伊藤　鮎香 ｲﾄｳ ｱﾕｶ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
古田　理郁 ﾌﾙﾀ ﾘｶ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
武田あかね ﾀｹﾀﾞ ｱｶﾈ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
日高　智美 ﾋﾀﾞｶ ﾄﾓﾐ 九州大 ｷｭｳｼｭｳﾀﾞ
長村　呼夏 ﾅｶﾞﾑﾗ ｺﾅﾂ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
瀧口　　純 ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾔ 鹿児島大 ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ

3組 長田　昌子 ｵｻﾀﾞ ﾏｻｺ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
安仁屋舞実 ｱﾆﾔ ﾏﾐ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
宮内菜奈子 ﾐﾔｳﾁ ﾅﾅｺ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
加藤沙百合 ｶﾄｳ ｻﾕﾘ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
渡邊有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
佐藤　千紘 ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 岩手県立大 ｲﾜﾃｹﾝﾘﾂ
岩田ひかる ｲﾜﾀ ﾋｶﾙ 横浜国立大 ﾖｺｺｸﾀﾞｲ
上田万里奈 ｳｴﾀﾞ ﾏﾘﾅ 奈良教育大 ﾅﾗｷｮｳﾀﾞｲ
狩俣　菜緒 ｶﾘﾏﾀ ﾅｵ 高崎経済大 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ
岡本　悠里 ｵｶﾓﾄ ﾕﾘ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
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9 学関東 169 大2

10 学関西 309 大2

7 学関東 32 大4

8 学関西 414 大4

5 学関西 313 大1

6 学北部 823 大1

3 学関東 79 大2

4 学関東 9 大2

1 学関東 82 大3

2 学九州 745 大1

9 学中部 280 大3

10 学九州 671 大4

7 学中国 463 大2

8 学九州 610 大3

5 学九州 725 大1

6 学中部 234 大2

3 学九州 618 大4

4 学九州 729 大4

1 学中国 466 大1

2 学関東 41 大4

9 学関東 115 大3

10 学九州 619 大2

7 学関西 311 大1

8 学北部 778 大3

5 学中国 508 大2

6 学北部 820 大1

3 学中部 286 大1

4 学中部 233 大3

1 学関西 334 大1

2 学中国 505 大3

スタートリスト
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