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 1組
 0 学関東   203 神田　菜緒          ｶﾝﾀﾞ ﾅｵ             東京海洋大          大3         

 1 学関西   566 河合　美優          ｶﾜｲ ﾐﾕｳ             京都教育大          大2         

 2 学関東   231 岩本　華子          ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅｺ            千葉大              大1         

 3 学関東    83 後藤　彩香          ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ            埼玉大              大3         

 4 学関西   632 坂口亜梨沙          ｻｶｸﾞﾁ ｱﾘｻ           京都府立医大        大2         

 5 学中国   748 川森　有紗          ｶﾜﾓﾘ ｱﾘｻ            海上保安大          大3         

 6 学関東   206 伊藤有佳里          ｲﾄｳ ﾕｶﾘ             東京海洋大          大2         

 7 学九州   851 鳥越　　星          ﾄﾘｺﾞｴ ｱｶﾘ           大分大              大3         

 8 学関東    60 宮本かれん          ﾐﾔﾓﾄ ｶﾚﾝ            横浜国立大          大4         

 9 学関東   257 秋山　星佳          ｱｷﾔﾏ ｾｲｶ            東京工業大          大3         

 2組
 0 学関東   268 佐藤　　瞳          ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ             茨城大              大2         

 1 学北部  1023 山中日南子          ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅｺ            室蘭工業大          大1         

 2 学中部   431 岡本　優美          ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾐ            新潟大              大3         

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

 4 学関西   600 山之内志穂          ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾎ            大阪府立大          大3         

 5 学関西   601 宮田あかね          ﾐﾔﾀ ｱｶﾈ             奈良女子大          大1         

 6 学中部   348 福崎　愛恵          ﾌｸｻﾞｷ ﾏﾅｴ           三重大              大4         

 7 学中部   335 小島　莉緒          ｺｼﾞﾏ ﾘｵ             岐阜大              大4         

 8 学関西   533 園部　美季          ｿﾉﾍﾞ ﾐｷ             和歌山大            大3         

 9 学関西   613 大東　稀南          ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏﾚﾅ          神戸市立高専        大1         

 3組
 0 学九州   852 山下　智美          ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐ            大分大              大2         

 1 学関東   259 渡辺こころ          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ           東京工業大          大2         

 2 学関東    18 佐藤　綾花          ｻﾄｳ ｱﾔｶ             東京学芸大          大2         

 3 学九州   915 喜多理紗子          ｷﾀ ﾘｻｺ              長崎県立大          大2         

 4 学関西   642 吉本　　舞          ﾖｼﾓﾄ ﾏｲ             滋賀医科大          大4         

 5 学中国   718 大曲　可倫          ｵｵﾏｶﾞﾘ ｶﾘﾝ          水産大学校          大2         

 6 学中国   664 車谷　勇奈          ｸﾙﾏﾀﾆ ｲｻﾅ           愛媛大              大3         

 7 学関東    43 吉田　姫奈          ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ             横浜市立大          大1         

 8 学九州   831 吉永　光沙          ﾖｼﾅｶﾞ ﾐｻ            熊本大              大1         

 9 学九州   873 漆間　美季          ｳﾙﾏ ﾐｷ              宮崎大              大3         

 4組
 0 学関西   620 岸澤　南帆          ｷｼｻﾞﾜ ﾅﾎ            兵庫県立大          大1         

 1 学関西   491 森川　愛友          ﾓﾘｶﾜ ﾏﾕ             大阪市立大          大3         

 2 学北部   943 高橋　晴香          ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ            小樽商科大          大3         

 3 学中国   770 大﨑　優香          ｵｵｻｷ ﾕｳｶ            山口大              大2         

 4 学中部   337 椎木満里乃          ｼｲｷ ﾏﾘﾉ             岐阜大              大3         

 5 学関西   583 田畑　　佑          ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ             滋賀大              大4         

 6 学北部   988 佐藤　　萌          ｻﾄｳ ﾒｸﾞ             岩手大              大2         

 7 学中部   389 渡会　咲耶          ﾜﾀﾗｲ ｻｸﾔ            福井大              大4         

 8 学関西   521 川端　悠郁          ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ            京都工繊大          大4         

 9 学九州   880 川口　七海          ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ           琉球大              大4         

 5組
 0 学北部   978 塘　　安奈          ﾄﾓ ｱﾝﾅ              北海道大            大3         

 1 学中部   309 杉浦　可奈          ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅ            名古屋大            大4         

 2 学中部   391 今中　千秋          ｲﾏﾅｶ ﾁｱｷ            福井大              大4         

 3 学中部   412 藤井　朱瑞          ﾌｼﾞｲ ｽｽﾞ            信州大              大3         

 4 学中国   749 坂井　志保          ｻｶｲ ｼﾎ              海上保安大          大2         

 5 学北部  1004 櫻庭　　碧          ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ          弘前大              大3         

 6 学中国   752 伊地知小南          ｲｼﾞﾁ ｺﾅﾐ            海上保安大          大1         

 7 学関東   106 石井　美帆          ｲｼｲ ﾐﾎ              首都大              大1         

 8 学九州   862 竹野日奈子          ﾀｹﾉ ﾋﾅｺ             鹿児島大            大3         

 9 学関西   495 中堂　綾乃          ﾅｶﾄﾞｳ ｱﾔﾉ           大阪市立大          大1         



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№：   7 女子   50m 自由形 予選

       日本記録   24.21

     

       大会記録   25.67

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 12:37:57 SEIKO Swimming Results System

 6組
 0 学関東   129 浜辺美佳子          ﾊﾏﾍﾞ ﾐｶｺ            東京大              大2         

 1 学九州   924 嘉手納夏海          ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ            名桜大              大3         

 2 学関西   454 阪口　青空          ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ         大阪教育大          大3         

 3 学九州   911 小林　瑠那          ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ            鹿屋体育大          大2         

 4 学九州   905 大木場真由          ｵｵｺﾊﾞ ﾏﾕ            鹿屋体育大          大4         

 5 学中部   411 岩原今日子          ｲﾜﾊﾗ ｷｮｳｺ           信州大              大4         

 6 学関西   513 中山　尚美          ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ            神戸大              大4         

 7 学北部   953 出口　美桜          ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵ            山形大              大2         

 8 学関東   180 坂本みずき          ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ           筑波大              大4         

 9 学中部   311 古川　嘉純          ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾐ            名古屋大            大2         

 7組
 0 学北部   974 坂田　里緒          ｻｶﾀ ﾘｵ              北海道大            大3         

 1 学関西   475 佐保　愛恵          ｻﾎ ﾏﾅｴ              大阪大              大4         

 2 学中国   775 緒方美沙希          ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ            山口大              大1         

 3 学関東    16 髙濱美咲希          ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ            東京学芸大          大3         

 4 学中部   364 小久保紗由佳        ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ            愛知教育大          大3         

 5 学中国   698 福田　　瞳          ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ            岡山大              大3         

 6 学北部  1006 福士　千陽          ﾌｸｼ ﾁﾋﾛ             弘前大              大2         

 7 学中部   382 小林　光里          ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ           金沢大              大4         

 8 学関西   586 榮永帆乃香          ｴｲﾅｶﾞ ﾎﾉｶ           滋賀大              大2         

 9 学九州   863 和田実央理          ﾜﾀﾞ ﾐｵﾘ             鹿児島大            大1         

 8組
 0 学中部   403 岩原　純子          ｲﾜﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ          富山大              大2         

 1 学中国   768 岡村　侑香          ｵｶﾑﾗ ﾕｳｶ            山口大              大4         

 2 学関東    37 秋山　麗奈          ｱｷﾔﾏ ﾚｲﾅ            横浜市立大          大4         

 3 学関東   182 髙橋　花帆          ﾀｶﾊｼ ｶﾎ             筑波大              大3         

 4 学関東   189 住岡　叶夢          ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ            筑波大              大2         

 5 学九州   913 讃岐　百花          ｻﾇｷ ﾓﾓｶ             鹿屋体育大          大1         

 6 学九州   865 荻田　早希          ｵｷﾞﾀ ｻｷ             鹿児島大            大2         

 7 学九州   925 西原　綾香          ﾆｼﾊﾗ ｱﾔｶ            名桜大              大2         

 8 学中国   668 坂口　詩穏          ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ           愛媛大              大1         

 9 学中部   438 加藤　愛海          ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ             静岡県立大          大1         


