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 1組
 1

 2

 3

 4   241 小樽商科大          学北部  2:04.37

ｵﾀﾙｼｮｳｶ             大学

  818 菊地　琴絵      ｷｸﾁ ｺﾄｴ         大4

  819 田中日奈子      ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ         大2

  821 巴　　彩華      ﾄﾓｴ ｱﾔｶ         大2

  820 高橋　晴香      ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ        大2

 5   138 和歌山大            学関西  2:01.34

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  477 矢野　愛采      ﾔﾉ ﾅﾙｻ          大3

  481 荒木　　玲      ｱﾗｷ ﾚｲ          大1

  475 竹田　裕貴      ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ         大4

  479 園部　美季      ｿﾉﾍﾞ ﾐｷ         大2

 6    33 東京農工大          学関東  2:03.00

ﾉｳｺｳﾀﾞｲ             大学

  111 西村香帆子      ﾆｼﾑﾗ ｶﾎｺ        大2

  113 大迫　菜月      ｵｵｻｺ ﾅﾂｷ        大2

  110 築館　　愛      ﾂｷﾀﾞﾃ ｱｲ        大3

  112 大久保　杏      ｵｵｸﾎﾞ ｱﾝｽﾞ      大2

 7    20 埼玉大              学関東  2:05.00

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ             大学

   66 高鳥　夏苗      ﾀｶﾄﾘ ｶﾅｴ        大2

   67 後藤　彩香      ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ        大2

   64 米原　未来      ﾖﾈﾊﾗ ﾐｸ         大3

   65 中村ジュリア    ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘｱ      大3

 8

 9



第64回全国国公立大学選手権水泳競技大会            

福井しあわせ元気国体水泳競技（競泳）プレ大会      

敦賀市総合運動公園プール  

Page    2

スタートリスト
競技№：  15 女子 4x50m フリーリレー 予選        日本記録 1:41.03

       大会記録 1:43.72

水路 登録№ 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

2017/08/11 14:12:23 SEIKO Swimming Results System

 2組
 1    72 群馬大              学関東  2:00.00

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ             大学

  240 武田　千穂      ﾀｹﾀﾞ ﾁﾎ         大2

  242 鷲見さくら      ｽﾐ ｻｸﾗ          大2

  241 古瀬　水優      ﾌﾙｾ ﾐﾕｳ         大2

  239 藤倉　優衣      ﾌｼﾞｸﾗ ﾕｲ        大2

 2    54 千葉大              学関東  1:59.17

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ              大学

  195 丹野かおり      ﾀﾝﾉ ｶｵﾘ         大3

  198 宇野　蒼生      ｳﾉ ｱｵｲ          大1

  197 永田　結子      ﾅｶﾞﾀ ﾕｲｺ        大1

  194 谷内　　渓      ﾔﾅｲ ｹｲ          大3

 3   166 愛媛大              学中国  1:59.15

ｴﾋﾒﾀﾞｲ              大学

  569 車谷　勇奈      ｸﾙﾏﾀﾆ ｲｻﾅ       大2

  570 森口　静香      ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ      大1

  566 入江　佳子      ｲﾘｴ ｶｺ          大3

  565 細谷　千夏      ﾎｿﾀﾆ ﾁﾅﾂ        大3

 4    30 東京大              学関東  1:59.02

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  108 浜辺美佳子      ﾊﾏﾍﾞ ﾐｶｺ        大1

  104 橋村　明実      ﾊｼﾑﾗ ｱｹﾐ        大2

  106 嘉瀬　由真      ｶｾ ﾕﾏ           大2

  105 吉元　　碧      ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ        大2

 5    79 名古屋大            学中部  1:58.92

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ             大学

  269 杉浦　可奈      ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅ        大3

  270 森井　南美      ﾓﾘｲ ﾐﾅﾐ         大3

  273 大江　充紀      ｵｵｴ ﾐｷ          大2

  271 古川　嘉純      ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾐ        大1

 6   144 京都大              学関西  1:59.00

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ             大学

  507 松岡　珠美      ﾏﾂｵｶ ﾀﾏﾐ        大1

  503 向高　有紀      ﾑｶﾀｶ ﾕｷ         大1

  502 菊池　鮎子      ｷｸﾁ ｱﾕｺ         大3

  501 石塚　里沙      ｲｼﾂﾞｶ ﾘｻ        大4

 7    46 東京海洋大          学関東  1:59.10

ｶｲﾖｳﾀﾞｲ             大学

  173 中山　史歩      ﾅｶﾔﾏ ｼﾎ         大2

  172 神田　菜緒      ｶﾝﾀﾞ ﾅｵ         大2

  171 本多　杏衣      ﾎﾝﾀﾞ ｱｲ         大3

  176 五十嵐　悠      ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ        大1

 8    11 横浜市立大          学関東  1:59.17

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ            大学

   35 秋山　麗奈      ｱｷﾔﾏ ﾚｲﾅ        大3

   36 平井　知佳      ﾋﾗｲ ﾄﾓｶ         大2

   37 杉山　怜香      ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｶ       大1

   34 安藤　礼華      ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲｶ       大3

 9   191 山口大              学中国  1:59.17

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ            大学

  650 佐藤　綾夏      ｻﾄｳ ｱﾔｶ         大3

  652 森田　涼子      ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｺ        大2

  651 黒川真衣子      ｸﾛｶﾜ ﾏｲｺ        大3

  653 大﨑　優香      ｵｵｻｷ ﾕｳｶ        大1
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 3組
 1    98 金沢大              学中部  1:58.76

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ            大学

  344 毎田　　葵      ﾏｲﾀﾞ ｱｵｲ        大1

  341 高島　早紀      ﾀｶｼﾏ ｻｷ         大2

  342 吉田　千晶      ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ        大2

  339 小林　光里      ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ       大3

 2   147 京都教育大          学関西  1:57.59

ｷｮｳｷｮｳ              大学

  510 小谷　彩華      ｺﾀﾆ ｱﾔｶ         大4

  509 丸橋　未来      ﾏﾙﾊｼ ﾐｷ         大4

  513 山本みこと      ﾔﾏﾓﾄ ﾐｺﾄ        大2

  512 山下　雅代      ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖ        大2

 3   204 長崎大              学九州  1:57.00

ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ            大学

  702 真栄城　蒼      ﾏｴｼﾛ ｱｵｲ        大1

  698 渡辺　美郷      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻﾄ       大4

  701 別府　佐紀      ﾍﾞｯﾌﾟ ｻｷ        大1

  699 工藤　亮子      ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳｺ       大3

 4   108 新潟大              学中部  1:53.33

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

  378 捧　真理加      ｻｻｹﾞ ﾏﾘｶ        大1

  374 阿久津光穂      ｱｸﾂ ﾐﾎ          大4

  377 岡本　優美      ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾐ        大2

  375 五十嵐杏奈      ｲｶﾗｼ ｱﾝﾅ        大4

 5   175 岡山大              学中国  1:48.27

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  597 市原　愛夏      ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ        大3

  598 前田　彩花      ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ        大3

  595 舩越　香帆      ﾌﾅｺｼ ｶﾎ         大4

  599 三島　優花      ﾐｼﾏ ﾕｳｶ         大1

 6     4 東京学芸大          学関東  1:52.00

ｶﾞｸｹﾞｲ              大学

   18 髙濱美咲希      ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ        大2

   14 熊﨑　美和      ｸﾏｻﾞｷ ﾐﾜ        大4

   13 石本　綾音      ｲｼﾓﾄ ｱﾔﾈ        大4

   15 船木　菜々      ﾌﾅｷ ﾅﾅ          大3

 7   249 北海道大            学北部  1:55.45

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ             大学

  848 坂田　里緒      ｻｶﾀ ﾘｵ          大2

  853 塘　　安奈      ﾄﾓ ｱﾝﾅ          大2

  855 澁谷紗也華      ｼﾌﾞﾔ ｻﾔｶ        大1

  854 佐藤　　樹      ｻﾄｳ ｲﾂｷ         大2

 8   159 大阪府立大          学関西  1:57.38

ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ            大学

  539 沖見　優衣      ｵｷﾐ ﾕｲ          大3

  541 山之内志穂      ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾎ        大2

  540 山本　梨紗      ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ         大2

  538 福森　晴樹      ﾌｸﾓﾘ ﾊﾙｷ        大3

 9   162 神戸市立高専        学関西  1:58.61

ｺｳﾍﾞｺｳｾﾝ            大学

  549 江原　千尋      ｴﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ        大1

  546 福田　　瞳      ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ        大2

  548 臼田　妃那      ｳｽﾀﾞ ﾋﾅ         大1

  547 山本　梨乃      ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ         大2
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 4組
 1    24 首都大              学関東  1:58.75

ｼｭﾄﾀﾞｲ              大学

   80 吉田　朱里      ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ        大3

   86 原　　珠実      ﾊﾗ ﾀﾏﾐ          大1

   79 河村　美波      ｶﾜﾑﾗ ﾐﾅﾐ        大3

   81 宮崎　千寛      ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾋﾛ       大3

 2   153 滋賀大              学関西  1:57.48

ｼｶﾞﾀﾞｲ              大学

  529 中村　紘子      ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ        大2

  527 田畑　　佑      ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ         大3

  530 榮永帆乃香      ｴｲﾅｶﾞ ﾎﾉｶ       大1

  524 千葉日香梨      ﾁﾊﾞ ﾋｶﾘ         大4

 3   243 山形大              学北部  1:56.63

ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

  830 出口　美桜      ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵ        大1

  827 横川　朝咲      ﾖｺｶﾜ ｱｻｷ        大4

  829 深瀬　理子      ﾌｶｾ ﾘｺ          大2

  828 安達　雪鈴      ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾈ        大4

 4   261 弘前大              学北部  1:52.36

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ             大学

  889 澤田　有里      ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ         大2

  887 櫻庭　　碧      ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ      大2

  890 福士　千陽      ﾌｸｼ ﾁﾋﾛ         大1

  886 中村美智子      ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ        大3

 5   227 鹿屋体育大          学九州  1:46.51

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  768 竹林　愛花      ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ      大4

  769 菅　晴瑠奈      ｽｶﾞ ﾊﾙﾅ         大4

  778 鳥居　真世      ﾄﾘｲ ﾏﾖ          大2

  771 牟田　絢香      ﾑﾀ ｱﾔｶ          大4

 6    92 愛知教育大          学中部  1:50.46

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  320 平岩　桃夏      ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ        大3

  324 市野　梨名      ｲﾁﾉ ﾘﾅ          大1

  322 小久保紗由佳    ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ        大2

  323 伊藤　智美      ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ         大1

 7    83 岐阜大              学中部  1:55.30

ｷﾞﾌﾀﾞｲ              大学

  290 帰山　　愛      ｶｴﾘﾔﾏ ｱｲ        大4

  291 小島　莉緒      ｺｼﾞﾏ ﾘｵ         大3

  289 南　輝良々      ﾐﾅﾐ ｷﾗﾗ         大4

  293 椎木満里乃      ｼｲｷ ﾏﾘﾉ         大2

 8   120 大阪大              学関西  1:57.05

ｵｵｻｶﾀﾞｲ             大学

  424 佐保　愛恵      ｻﾎ ﾏﾅｴ          大3

  425 増地　明花      ﾏｽｼﾞ ﾊﾙｶ        大2

  419 奥山　萌恵      ｵｸﾔﾏ ﾓｴ         大4

  426 川西　彩加      ｶﾜﾆｼ ｱﾔｶ        大1

 9   213 大分大              学九州  1:57.91

ｵｵｲﾀﾀﾞｲ             大学

  721 姫嶋　真実      ﾋﾒｼﾏ ﾏﾐ         大3

  722 鳥越　　星      ﾄﾘｺﾞｴ ｱｶﾘ       大2

  723 西村　花菜      ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ         大1

  724 山下　智美      ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐ        大1
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 5組
 1   181 広島大              学中国  1:58.73

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ             大学

  616 高山　千絵      ｺｳﾔﾏ ﾁｴ         大4

  620 長尾　海香      ﾅｶﾞｵ ﾐｶ         大1

  619 金﨑　遥香      ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ       大2

  617 家頭　　慈      ﾔｶﾞｼﾗ ﾒｸﾞﾐ      大4

 2   100 富山大              学中部  1:57.39

ﾄﾔﾏﾀﾞｲｶﾞ            大学

  350 宮脇　里奈      ﾐﾔﾜｷ ﾘﾅ         大3

  352 出口　　葵      ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｵｲ       大4

  353 飴井千佳乃      ｱﾒｲ ﾁｶﾉ         大2

  354 晴柀　　茜      ﾊﾚﾏｷ ｱｶﾈ        大1

 3   219 鹿児島大            学九州  1:56.00

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ            大学

  734 荻田　早希      ｵｷﾞﾀ ｻｷ         大1

  732 石坂　菜美      ｲｼｻﾞｶ ﾅﾐ        大2

  731 米田　彩花      ﾖﾈﾀﾞ ｻﾔｶ        大3

  733 竹野日奈子      ﾀｹﾉ ﾋﾅｺ         大2

 4   233 名桜大              学九州  1:52.00

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ             大学

  796 西原　綾香      ﾆｼﾊﾗ ｱﾔｶ        大1

  793 知念　七星      ﾁﾈﾝ ﾅﾅｾ         大4

  794 佐藤　真子      ｻﾄｳ ﾏｺ          大2

  795 嘉手納夏海      ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ        大2

 5    40 筑波大              学関東  1:46.00

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  142 大西　綾香      ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ        大4

  150 平田　茉穂      ﾋﾗﾀ ﾏﾎ          大2

  153 杉山　華彩      ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ        大1

  145 齋藤ゆり子      ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ        大3

 6   114 大阪教育大          学関西  1:49.25

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  393 山本　映実      ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ        大4

  396 中原　優希      ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ        大3

  395 宗利　侑香      ﾑﾈﾄｼ ﾕｳｶ        大3

  397 赤嶺　梨緒      ｱｶﾐﾈ ﾘｵ         大2

 7   129 神戸大              学関西  1:55.15

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

  455 中山　尚美      ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ        大3

  456 中川　優花      ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ       大1

  454 西原　萌笑      ﾆｼﾊﾗ ﾓｴ         大3

  457 見浪　早紀      ﾐﾅﾐ ｻｷ          大2

 8   255 秋田大              学北部  1:57.00

ｱｷﾀﾀﾞｲ              大学

  875 髙岡　由貴      ﾀｶｵｶ ﾕｷ         大1

  869 津谷明香里      ﾂﾔ ｱｶﾘ          大4

  876 加藤　礼奈      ｶﾄｳ ﾚｲﾅ         大1

  870 島田　宥子      ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ        大3

 9   187 海上保安大学校      学中国  1:57.71

ｶｲﾎﾀﾞｲ              大学

  638 仲村　萌加      ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｶ        大1

  636 川森　有紗      ｶﾜﾓﾘ ｱﾘｻ        大2

  639 藤木　可保      ﾌｼﾞｷ ｶﾎ         大1

  637 坂井　志保      ｻｶｲ ｼﾎ          大1


