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 1組
 0

 1   110 福井大 学中部

ﾌｸｲﾀﾞｲ 大学

  392 佐野友里子 ｻﾉ ﾕﾘｺ 大6

  393 湯沢　未希 ﾕｻﾞﾜ ﾐｷ 大3

  394 上田　瑞貴 ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 大1

  391 今中　千秋 ｲﾏﾅｶ ﾁｱｷ 大4

 2    93 三重大 学中部

ﾐｴﾀﾞｲｶﾞｸ 大学

  351 柴田　賀代 ｼﾊﾞﾀ ｶﾖ 大2

  349 高木里英子 ﾀｶｷﾞ ﾘｴｺ 大3

  348 福崎　愛恵 ﾌｸｻﾞｷ ﾏﾅｴ 大4

  350 青　日菜子 ｱｵ ﾋﾅｺ 大1

 3    25 埼玉大 学関東

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大学

   83 後藤　彩香 ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ 大3

   81 米原　未来 ﾖﾈﾊﾗ ﾐｸ 大4

   84 山田　琴美 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾐ 大1

   85 尾藤　眞裕 ﾋﾞﾄｳ ﾏﾋﾛ 大1

 4    55 東京海洋大 学関東

ｶｲﾖｳﾀﾞｲ 大学

  204 市川　史菜 ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾅ 大2

  206 伊藤有佳里 ｲﾄｳ ﾕｶﾘ 大2

  205 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 大2

  202 林　佳緒里 ﾊﾔｼ ｶｵﾘ 大2

 5   281 秋田大 学北部

ｱｷﾀﾀﾞｲ 大学

  996 松田　朝妃 ﾏﾂﾀﾞ ｱｻﾋ 大3

  999 真壁　風子 ﾏｶﾍﾞ ﾌｳｺ 大1

  998 新井　ゆう ｱﾗｲ ﾕｳ 大1

  997 加藤　礼奈 ｶﾄｳ ﾚｲﾅ 大2

 6   107 金沢大 学中部

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大学

  382 小林　光里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 大4

  383 高島　早紀 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 大3

  384 上野　愛里 ｳｴﾉ ｱｲﾘ 大2

  385 毎田　　葵 ﾏｲﾀﾞ ｱｵｲ 大2

 7    72 茨城大 学関東

ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ 大学

  269 會澤　　唯 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｲ 大1

  266 八百井麻莉 ﾔｵｲ ﾏﾘ 大4

  268 佐藤　　瞳 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 大2

  267 桂木　真希 ｶﾂﾗｷﾞ ﾏｷ 大2

 8

 9



第65回全国国公立大学選手権水泳競技大会

山口きらら博記念公園水泳プール  

Page    2

スタートリスト
競技№：   1 女子  400m メドレーリレー 予選

日本記録 3:55.73

大会記録 4:08.63

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

2018/08/11 12:46:45 SEIKO Swimming Results System

 2組
 0   157 京都大 学関西

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学

  560 榊原　萌永 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾓｴ 大2

  556 菊池　鮎子 ｷｸﾁ ｱﾕｺ 大4

  561 本司明日香 ﾎﾝｼﾞ ｱｽｶ 大1

  557 小畑みさと ｵﾊﾞﾀ ﾐｻﾄ 大3

 1   179 京都府立医大 学関西

ｷｮｳﾄﾌﾘﾂｲ 大学

  632 坂口亜梨沙 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾘｻ 大2

  629 小田　智水 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾐ 大2

  634 石本　雛子 ｲｼﾓﾄ ﾋﾅｺ 大1

  628 小笹　　悠 ｵｻﾞｻ ﾊﾙｶ 大6

 2    42 東京農工大 学関東

ﾉｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  145 大迫　菜月 ｵｵｻｺ ﾅﾂｷ 大3

  143 西村香帆子 ﾆｼﾑﾗ ｶﾎｺ 大3

  144 大久保　杏 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾝｽﾞ 大3

  146 辰馬　美貴 ﾀﾂﾏ ﾐｷ 大1

 3   144 神戸大 学関西

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学

  515 見浪　早紀 ﾐﾅﾐ ｻｷ 大3

  518 五十嵐野恵 ｲｶﾞﾗｼ ﾉｴ 大1

  511 西原　萌笑 ﾆｼﾊﾗ ﾓｴ 大4

  513 中山　尚美 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ 大4

 4   101 愛知教育大 学中部

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  368 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 大1

  365 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 大2

  367 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 大1

  369 川元　梨奈 ｶﾜﾓﾄ ﾘﾅ 大1

 5   275 北海道大 学北部

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学

  974 坂田　里緒 ｻｶﾀ ﾘｵ 大3

  979 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 大3

  982 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 大1

  981 小西　陽奈 ｺﾆｼ ﾊﾙﾅ 大1

 6   244 鹿児島大 学九州

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ 大学

  862 竹野日奈子 ﾀｹﾉ ﾋﾅｺ 大3

  859 亀田　菜月 ｶﾒﾀﾞ ﾅﾂｷ 大4

  861 石坂　菜美 ｲｼｻｶ ﾅﾐ 大3

  865 荻田　早希 ｵｷﾞﾀ ｻｷ 大2

 7   167 滋賀大 学関西

ｼｶﾞﾀﾞｲ 大学

  584 杉本　帆南 ｽｷﾞﾓﾄ ﾎﾅﾐ 大3

  587 柳樂　美雨 ﾅｷﾞﾗ ﾐｳ 大2

  586 榮永帆乃香 ｴｲﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 大2

  585 中村　紘子 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 大3

 8   237 佐賀大 学九州

ｻｶﾞﾀﾞｲ 大学

  841 田邉　瑛梨 ﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 大2

  844 坂田友樹子 ｻｶﾀ ﾕｷｺ 大1

  840 西川　史乃 ﾆｼｶﾜ ｼﾉ 大4

  842 上川　和華 ｶﾐｶﾜ ﾜｶ 大2

 9   174 神戸市立高専 学関西

ｺｳﾍﾞｺｳｾﾝ 大学

  611 臼田　妃那 ｳｽﾀﾞ ﾋﾅ 大2

  613 大東　稀南 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏﾚﾅ 大1

  612 江原　千尋 ｴﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ 大2

  610 山本　梨乃 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ 大3
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 3組
 0   160 京都教育大 学関西

ｷｮｳｷｮｳ 大学

  565 山本みこと ﾔﾏﾓﾄ ﾐｺﾄ 大3

  564 山下　雅代 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖ 大3

  567 吉澤　美佐 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻ 大1

  566 河合　美優 ｶﾜｲ ﾐﾕｳ 大2

 1   261 名桜大 学九州

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学

  924 嘉手納夏海 ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ 大3

  923 佐藤　真子 ｻﾄｳ ﾏｺ 大3

  925 西原　綾香 ﾆｼﾊﾗ ｱﾔｶ 大2

 1025 高橋　舞夏 ﾀｶﾊｼ ﾏｲｶ 大1

 2   132 大阪大 学関西

ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学

  475 佐保　愛恵 ｻﾎ ﾏﾅｴ 大4

  480 小杉名南子 ｺｽｷﾞ ﾅﾅｺ 大1

  477 川西　彩加 ｶﾜﾆｼ ｱﾔｶ 大2

  476 増地　明花 ﾏｽｼﾞ ﾊﾙｶ 大3

 3     6 東京学芸大 学関東

ｶﾞｸｹﾞｲ 大学

   15 生方みちか ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｶ 大3

   17 橋本　円希 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂｷ 大2

   14 船木　菜々 ﾌﾅｷ ﾅﾅ 大4

   16 髙濱美咲希 ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ 大3

 4   255 鹿屋体育大 学九州

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学

  904 川崎　涼夏 ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ 大4

  912 藤坂　侑実 ﾌｼﾞｻｶ ﾕﾐ 大2

  911 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 大2

  907 小川　真侑 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 大3

 5   126 大阪教育大 学関西

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学

  454 阪口　青空 ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ 大3

  456 梶田　美宇 ｶｼﾞﾀ ﾐｳ 大1

  451 中原　優希 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 大4

  452 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 大3

 6   204 広島大 学中国

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学

  717 山口　夏穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ 大1

  715 長尾　海香 ﾅｶﾞｵ ﾐｶ 大2

  716 檀浦　朋恵 ﾀﾞﾝｳﾗ ﾄﾓｴ 大1

  714 金﨑　遥香 ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ 大3

 7    85 名古屋大 学中部

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 大学

  315 奥田紗矢香 ｵｸﾀﾞ ｻﾔｶ 大1

  310 森井　南美 ﾓﾘｲ ﾐﾅﾐ 大4

  309 杉浦　可奈 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅ 大4

  311 古川　嘉純 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾐ 大2

 8   138 大阪市立大 学関西

ｲﾁﾀﾞｲ 大学

  493 小林　陽奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ 大2

  494 谷内　奈結 ﾀﾆｳﾁ ﾅﾕ 大1

  492 樋口　優衣 ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ 大4

  491 森川　愛友 ﾓﾘｶﾜ ﾏﾕ 大3

 9   220 山口大 学中国

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学

  767 佐藤　綾夏 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 大4

  773 姫嶋　真依 ﾋﾒｼﾏ ﾏｲ 大1

  769 森田　涼子 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｺ 大3

  772 溝口　真由 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾏﾕ 大2
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 4組
 0   151 和歌山大 学関西

ﾜﾀﾞｲ 大学

  532 粂田　愛梨 ｸﾒﾀ ｱｲﾘ 大2

  535 荒木　　玲 ｱﾗｷ ﾚｲ 大2

  534 新山　果純 ﾆｲﾔﾏ ｶｽﾐ 大2

  533 園部　美季 ｿﾉﾍﾞ ﾐｷ 大3

 1    37 東京大 学関東

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  127 嘉瀬　由真 ｶｾ ﾕﾏ 大3

  126 吉元　　碧 ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ 大3

  128 荻原　　涼 ｵｷﾞﾊﾗ ｽｽﾞ 大1

  129 浜辺美佳子 ﾊﾏﾍﾞ ﾐｶｺ 大2

 2    31 首都大 学関東

ｼｭﾄﾀﾞｲ 大学

  104 宮武　珠希 ﾐﾔﾀｹ ﾀﾏｷ 大1

  105 前川　七海 ﾏｴｶﾜ ﾅﾅﾐ 大1

   99 吉田　朱里 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 大4

  106 石井　美帆 ｲｼｲ ﾐﾎ 大1

 3   190 愛媛大 学中国

ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学

  665 森口　静香 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ 大2

  667 奧井　友梨 ｵｸｲ ﾕﾘ 大1

  668 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 大1

  664 車谷　勇奈 ｸﾙﾏﾀﾆ ｲｻﾅ 大3

 4    49 筑波大 学関東

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  179 齋藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 大4

  190 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ 大2

  192 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 大1

  185 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 大3

 5   198 岡山大 学中国

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  697 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 大4

  699 三島　優花 ﾐｼﾏ ﾕｳｶ 大2

  696 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 大4

  698 福田　　瞳 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ 大3

 6    61 千葉大 学関東

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  226 竹内　　愛 ﾀｹｳﾁ ｱｲ 大4

  230 志田　実優 ｼﾀﾞ ﾐﾕ 大2

  231 岩本　華子 ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅｺ 大1

  227 小保方咲帆 ｵﾎﾞｶﾀ ｻｷﾎ 大3

 7   120 新潟大 学中部

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  433 深谷　仁美 ﾌｶﾔ ﾋﾄﾐ 大1

  431 岡本　優美 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾐ 大3

  432 捧　真理加 ｻｻｹﾞ ﾏﾘｶ 大2

  434 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 大1

 8   214 海上保安大 学中国

ｶｲﾎﾀﾞｲ 大学

  750 仲村　萌加 ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｶ 大2

  752 伊地知小南 ｲｼﾞﾁ ｺﾅﾐ 大1

  749 坂井　志保 ｻｶｲ ｼﾎ 大2

  748 川森　有紗 ｶﾜﾓﾘ ｱﾘｻ 大3

 9    15 横浜市立大 学関東

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ 大学

   43 吉田　姫奈 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 大1

   38 平井　知佳 ﾋﾗｲ ﾄﾓｶ 大3

   39 杉山　怜香 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｶ 大2

   42 高田　成美 ﾀｶﾀ ﾅﾙﾐ 大1


