
第66回全国国公立大学選手権水泳競技大会            

                                                  

鴨池公園水泳プール  

Page    1

スタートリスト
競技№：  13 女子  200m 平泳ぎ 予選

       日本記録 2:19.65

     

       大会記録 2:27.29

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

2019/08/01 20:18:10 SEIKO Swimming Results System

 1組
 0

 1 学関東    32 舩生　智子          ﾌﾆｭｳ ﾄﾓｺ            横浜市立大          大3         

 2 学北部   941 永井　志歩          ﾅｶﾞｲ ｼﾎ             秋田大              大1         

 3 学関西   573 松永　知恵          ﾏﾂﾅｶﾞ ﾁｴ            兵庫県立大          大2         

 4 学中部   277 齋藤　　希          ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ           名古屋大            大1         

 5 学関西   552 島本　奈奈          ｼﾏﾓﾄ ﾅﾅ             奈良女子大          大3         

 6 学関東   213 井上　捺深          ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾐ            千葉大              大1         

 7 学中部   389 捧　真理加          ｻｻｹﾞ ﾏﾘｶ            新潟大              大3         
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 2組
 0 学北部   960 西山　紗恵          ﾆｼﾔﾏ ｻｴ             室蘭工業大          大2         

 1 学関西   512 荻野　菜摘          ｵｷﾞﾉ ﾅﾂﾐ            京都大              大3         

 2 学九州   756 中村　美咲          ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ            九州大              大1         

 3 学関西   476 大橋　愛子          ｵｵﾊｼ ｱｲｺ            神戸大              大2         

 4 学中部   291 杉山　真梨          ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾘ            岐阜大              大1         

 5 学関西   598 佐藤　舞実          ｻﾄｳ ﾏｲﾐ             和歌山県医大        大4         

 6 学北部   888 北出　月環          ｷﾀﾃﾞ ﾙﾋﾞｨ           小樽商科大          大2         

 7 学関東   253 工藤　由瑛          ｸﾄﾞｳ ﾕｷｴ            群馬大              大1         

 8 学九州   777 蓑津　　碧          ﾐﾉﾂ ﾐﾄﾞﾘ            熊本大              大2         

 9 学九州   780 向松あゆみ          ﾑｺｳﾏﾂ ｱﾕﾐ           熊本大              大1         

 3組
 0 学中国   649 松本　　萌          ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ             岡山大              大2         

 1 学関東   211 志田　実優          ｼﾀﾞ ﾐﾕ              千葉大              大3         

 2 学関西   411 水野　陽花          ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｶ            大阪教育大          大2         

 3 学関東    92 前川　七海          ﾏｴｶﾜ ﾅﾅﾐ            首都大              大2         

 4 学中部   338 安藤　綾美          ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ           愛知教育大          大1         

 5 学九州   839 五十嵐陽美          ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ           鹿屋体育大          大4         

 6 学関東   167 天羽　　礼          ｱﾓｳ ｱﾔ              筑波大              大2         

 7 学中国   646 松本由梨子          ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘｺ            岡山大              大2         

 8 学九州   793 坂田友樹子          ｻｶﾀ ﾕｷｺ             佐賀大              大2         

 9 学中国   716 姫嶋　真依          ﾋﾒｼﾏ ﾏｲ             山口大              大2         

 4組
 0 学中部   352 高島　早紀          ﾀｶｼﾏ ｻｷ             金沢大              大4         

 1 学関西   491 荒木　　玲          ｱﾗｷ ﾚｲ              和歌山大            大3         

 2 学関東   108 吉元　　碧          ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ            東京大              大4         

 3 学北部   918 佐藤　　樹          ｻﾄｳ ｲﾂｷ             北海道大            大4         

 4 学関東   162 岸　　愛弓          ｷｼ ｱﾕﾐ              筑波大              大4         

 5 学中国   648 三島　優花          ﾐｼﾏ ﾕｳｶ             岡山大              大3         

 6 学関西   455 谷内　奈結          ﾀﾆｳﾁ ﾅﾕ             大阪市立大          大2         

 7 学関東    48 吉村　那月          ﾖｼﾑﾗ ﾅﾂｷ            横浜国立大          大3         

 8 学関西   440 松本　和海          ﾏﾂﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ           大阪大              大1         

 9 学関東   112 高木　祐希          ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ            東京大              大2         

 5組
 0 学関西   578 小田　智水          ｵﾀﾞ ﾄﾓﾐ             京都府立医大        大3         

 1 学中部   303 山口みどり          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ          静岡大              大1         

 2 学九州   845 藤坂　侑実          ﾌｼﾞｻｶ ﾕﾐ            鹿屋体育大          大3         

 3 学中部   366 晴柀　　茜          ﾊﾚﾏｷ ｱｶﾈ            富山大              大3         

 4 学関東   166 赤石　咲乃          ｱｶｲｼ ｻｷﾉ            筑波大              大3         

 5 学関東   132 松本　　萌          ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ             お茶の水女大        大4         

 6 学関東    17 橋本　円希          ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂｷ            東京学芸大          大3         

 7 学中国   664 長尾　海香          ﾅｶﾞｵ ﾐｶ             広島大              大3         

 8 学関西   438 小杉名南子          ｺｽｷﾞ ﾅﾅｺ            大阪大              大2         

 9 学中部   290 光岡　亜優          ﾐﾂｵｶ ｱﾕ             岐阜大              大1         


