
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    1

スタートリスト
競技№：   5 女子  200m 自由形 予選

       日本記録 1:54.85

     

       大会記録 2:00.29

水路 加盟 登録№ 氏名 ヨミガナ 所属名 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ

2018/08/11 12:37:44 SEIKO Swimming Results System

 1組
 0

 1 学関西   561 本司明日香          ﾎﾝｼﾞ ｱｽｶ            京都大              大1         

 2 学北部   942 田中日奈子          ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ             小樽商科大          大3         

 3 学関東   229 宇野　蒼生          ｳﾉ ｱｵｲ              千葉大              大2         

 4 学関西   557 小畑みさと          ｵﾊﾞﾀ ﾐｻﾄ            京都大              大3         

 5 学関西   573 池添　梨花          ｲｹｿﾞｴ ﾘｶ            奈良教育大          大3         

 6 学関西   630 藤崎まりの          ﾌｼﾞｻｷ ﾏﾘﾉ           京都府立医大        大3         

 7 学関東   202 林　佳緒里          ﾊﾔｼ ｶｵﾘ             東京海洋大          大2         

 8 学関西   627 井本　悠加          ｲﾓﾄ ﾊﾙｶ             京都府立医大        大6         

 9

 2組
 0 学北部   975 河本　野恵          ｶﾜﾓﾄ ﾉｴ             北海道大            大4         

 1 学北部   976 水越　子音          ﾐｽﾞｺｼ ﾈﾈ            北海道大            大3         

 2 学北部   985 髙橋　雪芽          ﾀｶﾊｼ ﾕﾒ             宮城教育大          大1         

 3 学北部  1008 宮川　苑子          ﾐﾔｶﾜ ｿﾉｺ            弘前大              大2         

 4 学北部   998 新井　ゆう          ｱﾗｲ ﾕｳ              秋田大              大1         

 5 学中部   346 中込　光穂          ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾂﾎ           静岡大              大1         

 6 学関西   643 安居　亜起          ﾔｽｲ ｱｷ              滋賀医科大          大3         

 7 学関西   584 杉本　帆南          ｽｷﾞﾓﾄ ﾎﾅﾐ           滋賀大              大3         

 8 学中部   385 毎田　　葵          ﾏｲﾀﾞ ｱｵｲ            金沢大              大2         

 9 学関東    39 杉山　怜香          ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｶ           横浜市立大          大2         

 3組
 0 学中国   714 金﨑　遥香          ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ           広島大              大3         

 1 学関西   622 山下　幸恵          ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｴ            兵庫県立大          大1         

 2 学中部   369 川元　梨奈          ｶﾜﾓﾄ ﾘﾅ             愛知教育大          大1         

 3 学中部   365 伊藤　智美          ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ             愛知教育大          大2         

 4 学九州   914 髙宮　玲音          ﾀｶﾐﾔ ﾚｵﾝ            鹿屋体育大          大1         

 5 学中国   700 桂　実津季          ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ            岡山大              大1         

 6 学中部   363 水谷　華奈          ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ            愛知教育大          大3         

 7 学関西   512 片山　南瀬          ｶﾀﾔﾏ ﾐﾅｾ            神戸大              大4         

 8 学関東   146 辰馬　美貴          ﾀﾂﾏ ﾐｷ              東京農工大          大1         

 9 学関西   476 増地　明花          ﾏｽｼﾞ ﾊﾙｶ            大阪大              大3         

 4組
 0 学中国   776 竹下小百合          ﾀｹｼﾀ ｻﾕﾘ            県立広島大          大3         

 1 学中部   314 佐橋　美音          ｻﾊｼ ﾐｵ              名古屋大            大1         

 2 学関西   450 宗利　侑香          ﾑﾈﾄｼ ﾕｳｶ            大阪教育大          大4         

 3 学北部  1005 澤田　有里          ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ             弘前大              大3         

 4 学関東   185 岸本　梨沙          ｷｼﾓﾄ ﾘｻ             筑波大              大3         

 5 学関東   188 奥田　さわ          ｵｸﾀﾞ ｻﾜ             筑波大              大2         

 6 学関東    14 船木　菜々          ﾌﾅｷ ﾅﾅ              東京学芸大          大4         

 7 学北部   999 真壁　風子          ﾏｶﾍﾞ ﾌｳｺ            秋田大              大1         

 8 学関東    84 山田　琴美          ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾐ            埼玉大              大1         

 9 学九州   829 藤野　翔子          ﾌｼﾞﾉ ｼｮｳｺ           熊本大              大4         

 5組
 0 学関西   612 江原　千尋          ｴﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ            神戸市立高専        大2         

 1 学関東   280 原　　未羽          ﾊﾗ ﾐｳ               群馬大              大2         

 2 学関西   477 川西　彩加          ｶﾜﾆｼ ｱﾔｶ            大阪大              大2         

 3 学関西   452 赤嶺　梨緒          ｱｶﾐﾈ ﾘｵ             大阪教育大          大3         

 4 学九州   903 石原　愛由          ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ             鹿屋体育大          大4         

 5 学九州   908 鳥居　真世          ﾄﾘｲ ﾏﾖ              鹿屋体育大          大3         

 6 学関東   183 三栁　泉水          ﾐﾔﾅｷﾞ ｲｽﾞﾐ          筑波大              大3         

 7 学関西   567 吉澤　美佐          ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻ            京都教育大          大1         

 8 学九州   874 前川　梨音          ﾏｴｶﾜ ﾘｵ             宮崎大              大2         

 9 学関東   154 佐嘉田純香          ｻｶﾀ ｽﾐｶ             一橋大              大2         


