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大会記録    25.67

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

鎌迫　成奈 ｶﾏｻｺ ｾｲﾅ 熊本県大 ｸﾏﾓﾄｹﾝﾀﾞ
谷水　花菜 ﾀﾆﾐｽﾞ ｶﾅ 兵庫県立大 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘ
市田　紗恵 ｲﾁﾀﾞ ｻｴ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ
藤原　彩子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔｺ 山形大 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ
西野　　遼 ﾆｼﾉ ﾊﾙｶ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
保志　瑞季 ﾎｼ ﾐｽﾞｷ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
佐野　佳美 ｻﾉ ﾖｼﾐ 秋田大 ｱｷﾀﾀﾞｲ

2組 佐藤　綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
吉村　典子 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘｺ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
赤井沙耶佳 ｱｶｲ ｻﾔｶ 奈良教育大 ﾅﾗｷｮｳﾀﾞｲ
野村　美咲 ﾉﾑﾗ ﾐｻｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
畑尻　優里 ﾊﾀｼﾞﾘ ﾕﾘ 兵庫県立大 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘ
伊達早希子 ﾀﾞﾃ ｻｷｺ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ
松本いづみ ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
高山　名積 ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ 滋賀大 ｼｶﾞﾀﾞｲ
杉本　三奈 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅ 広島市立大 ﾋﾛｼﾏｲﾁﾀﾞ
稲場　　愛 ｲﾅﾊﾞ ﾒｸﾞﾐ 東京工業大 ﾄｳｺｳﾀﾞｲ

3組 新井　美優 ｱﾗｲ ﾐﾕ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
高見　彩那 ﾀｶﾐ ｱﾔﾅ 名古屋市立大 ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ
福田　　萌 ﾌｸﾀ ﾓｴ 山梨大 ﾔﾏﾅｼﾀﾞｲ
松田　美加 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｶ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
関　　礼奈 ｾｷ ﾚｲﾅ 滋賀大 ｼｶﾞﾀﾞｲ
村松　帆波 ﾑﾗﾏﾂ ﾎﾅﾐ 海上保安大 ｶｲﾎﾀﾞｲ
安田　和代 ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 都留文科大 ﾂﾙﾌﾞﾝｶ
田川　聖実 ﾀｶﾞﾜ ｾｲﾐ 九州大 ｷｭｳｼｭｳﾀﾞ
北元　杏菜 ｷﾀﾓﾄ ｱﾝﾅ 東京外国語大 ｶﾞｲｺﾞﾀﾞｲ
小林　綾夏 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 名古屋市立大 ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ

4組 中垣　静夏 ﾅｶｶﾞｷ ｾｲｶ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
沖野　直美 ｵｷﾉ ﾅｵﾐ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
主藤　美樹 ｽﾄｳ ﾐｷ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
鈴木　悠希 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 琉球大 ﾘｭｳｷｭｳﾀﾞ
神田美彩子 ｶﾝﾀﾞ ﾐｻｺ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
砂子田みゆき ｽﾅｺﾀﾞ ﾐﾕｷ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ
津川　依子 ﾂｶﾞﾜ ﾖﾘｺ 横浜市立大 ﾖｺｲﾁﾀﾞｲ
三並　千紗 ﾐﾅﾐ ﾁｻ 一橋大 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ
長野　愛矢 ﾅｶﾞﾉ ｱﾔ 名古屋市立大 ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ
田邊　礼佳 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 大阪市立大 ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞ

5組 吉岡亜由美 ﾖｼｵｶ ｱﾕﾐ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
菅野はるか ｶﾝﾉ ﾊﾙｶ 東京外国語大 ｶﾞｲｺﾞﾀﾞｲ
濱田めいか ﾊﾏﾀﾞ ﾒｲｶ 九州大 ｷｭｳｼｭｳﾀﾞ
高塚真喜子 ﾀｶﾂｶ ﾏｷｺ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ
野村　美咲 ﾉﾑﾗ ﾐｻｷ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
横山　史織 ﾖｺﾔﾏ ｼｵﾘ 横浜市立大 ﾖｺｲﾁﾀﾞｲ
今津　杏菜 ｲﾏﾂﾞ ｱﾝﾅ 松江工業高専 ﾏﾂｴｺｳｾﾝ
湯沢　侑奈 ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 高崎経済大 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ
古屋　貴子 ﾌﾙﾔ ﾀｶｺ 山梨大 ﾔﾏﾅｼﾀﾞｲ
今谷　律子 ｲﾏﾀﾆ ﾘﾂｺ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
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9 学関東 175 大2

10 学関西 304 大4

7 学中国 589 大1

8 学関東 170 大2

5 学中部 188 大2

6 学関東 25 大1

3 学九州 609 大4

4 学関東 42 大2

1 学北部 771 大3

2 学関東 97 大3

9 学中部 219 大2

10 学関西 351 大1

7 学関東 24 大1

8 学関東 95 大4

5 学九州 646 大2

6 学関東 156 大3

3 学関東 10 大2

4 学九州 689 大3

1 学関西 404 大3

2 学中国 462 大3

9 学関東 99 大1

10 学中部 223 大2

7 学関東 180 大3

8 学九州 611 大1

5 学関西 419 大1

6 学中国 561 大1

3 学関東 176 大1

4 学関西 372 大3

1 学関東 14 大1

2 学中部 220 大4

9 学中国 584 大1

10 学関東 147 大3

7 学中部 283 大2

8 学関西 418 大3

5 学関西 436 大2

6 学北部 793 大2

3 学関西 416 大3

4 学関西 312 大1

1 学中部 206 大3

2 学中国 579 大1

9

10

7 学中国 577 大4

8 学北部 810 大3

5 学北部 780 大2

6 学中国 580 大1

3 学関西 435 大2

4 学九州 599 大2

1

2 学九州 649 大2

スタートリスト

競技番号：7　女子　  50m　自由形　予選
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氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
6組 棚田　有理 ﾀﾅﾀﾞ ﾕﾘ 和歌山大 ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ

比嘉　七聖 ﾋｶﾞ ﾅﾅｾ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
宮城　琴美 ﾐﾔｷﾞ ｺﾄﾐ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
大黒　舞子 ｵｵｸﾛ ﾏｲｺ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
池田　早希 ｲｹﾀﾞ ｻｷ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
谷口　　萌 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 和歌山大 ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ
山田　安珠 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
伊藤　真依 ｲﾄｳ ﾏｲ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
寺西亜里彩 ﾃﾗﾆｼ ｱﾘｻ 高知大 ｺｳﾁﾀﾞｲ
木村　有紀 ｷﾑﾗ ﾕｷ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ

7組 吉迫　佳織 ﾖｼｻﾞｺ ｶｵﾘ 奈良教育大 ﾅﾗｷｮｳﾀﾞｲ
黒木　崇子 ｸﾛｷ ﾀｶｺ 佐賀大 ｻｶﾞﾀﾞｲ
白本　　愛 ｼﾗﾓﾄ ｱｲ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
谷田　知沙 ﾀﾆﾀﾞ ｶｽﾞｻ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
内村沙奈江 ｳﾁﾑﾗ ｻﾅｴ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
設楽ひかり ｼﾀﾞﾗｸ ﾋｶﾘ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
山本　佳奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
山脇　千佳 ﾔﾏﾜｷ ﾁｶ 大阪市立大 ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞ
矢倉　千鈴 ﾔｸﾗ ﾁｽｽﾞ 京都教育大 ｷｮｳﾄｷｮｳｲ
大内　小夏 ｵｵｳﾁ ｺﾅﾂ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ

8組 石井　杏華 ｲｼｲ ｷｮｳｶ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
森　葵璃沙 ﾓﾘ ｱﾘｻ 徳島大 ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ
近藤　敦美 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾐ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ
國光　真生 ｸﾆﾐﾂ ﾏｵ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
植田美由紀 ｳｴﾀﾞ ﾐﾕｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 高知大 ｺｳﾁﾀﾞｲ
眞鍋和歌子 ﾏﾅﾍﾞ ﾜｶｺ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
井ノ本　宙 ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
増野　沙綾 ﾏｼﾉ ｻｱﾔ 島根大 ｼﾏﾈﾀﾞｲ
林　　香奈 ﾊﾔｼ ｶﾅ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
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9 学中国 480 大2

10 学中部 254 大3

7 学中国 503 大3

8 学関西 374 大1

5 学九州 709 大4

6 学中国 556 大3

3 学北部 794 大3

4 学関東 120 大1

1 学中部 236 大2

2 学中国 448 大2

9 学関西 411 大2

10 学関東 137 大2

7 学中部 189 大1

8 学関西 350 大2

5 学九州 719 大2

6 学中国 509 大2

3 学関西 306 大4

4 学中部 255 大2

1 学関西 413 大4

2 学九州 661 大6

9 学中国 554 大4

10 学関東 159 大1

7 学九州 746 大1

8 学中部 211 大1

5 学中国 506 大3

6 学関西 379 大2

3 学九州 741 大2

4 学九州 728 大1

1 学関西 380 大2

2 学九州 738 大4
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