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 1組
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 1

 2

 3  2159 滋賀医科大 学関西

ｼｶﾞｲｶﾀﾞｲ 大学

  594 吉本　　舞 ﾖｼﾓﾄ ﾏｲ 大5

  595 村地みなみ ﾑﾗﾁ ﾐﾅﾐ 大3

  596 前川有希穂 ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｷﾎ 大3

  593 中島　里佳 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｶ 大4

 4  2169 島根大 学中国

ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学

  629 小川　萌子 ｵｶﾞﾜ ﾓｴｺ 大3

  627 白石　　萌 ｼﾗｲｼ ﾓｴ 大2

  631 佐藤　志帆 ｻﾄｳ ｼﾎ 大1

  632 毛利　京加 ﾓｳﾘ ｷｮｳｶ 大1

 5  2188 高知大 学中国

ｺｳﾁﾀﾞｲ 大学

  693 山脇　治華 ﾔﾏﾜｷ ﾊﾙｶ 大1

  690 山口　美波 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 大2

  691 鍋田　未夢 ﾅﾍﾞﾀ ﾐﾕ 大1

  692 望月　美桜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｵ 大1

 6

 7

 8

 9



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    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 1:40.95

大会記録 1:42.98

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

2019/08/11 19:29:28 SEIKO Swimming Results System

 2組
 0  2073 静岡大 学中部

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ 大学

  302 中込　光穂 ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾂﾎ 大2

  301 米田　文緒 ｺﾒﾀﾞ ﾌﾐｵ 大2

  300 佐藤　明音 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 大3

  303 山口みどり ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ 大1

 1  2258 秋田大 学北部

ｱｷﾀﾀﾞｲ 大学

  937 加藤　礼奈 ｶﾄｳ ﾚｲﾅ 大3

  940 真壁　風子 ﾏｶﾍﾞ ﾌｳｺ 大2

  939 新井　ゆう ｱﾗｲ ﾕｳ 大2

  941 永井　志歩 ﾅｶﾞｲ ｼﾎ 大1

 2  2242 小樽商科大 学北部

ｵﾀﾙｼｮｳｶ 大学

  887 高橋　晴香 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 大4

  886 田中日奈子 ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 大4

  888 北出　月環 ｷﾀﾃﾞ ﾙﾋﾞｨ 大2

  889 奥山　亜夢 ｵｸﾔﾏ ｱﾑ 大2

 3  2130 京都大 学関西

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学

  515 豊田　光彩 ﾄﾖﾀ ﾐｻ 大1

  511 今田佳奈子 ｺﾝﾀﾞ ｶﾅｺ 大3

  512 荻野　菜摘 ｵｷﾞﾉ ﾅﾂﾐ 大3

  510 小畑みさと ｵﾊﾞﾀ ﾐｻﾄ 大4

 4  2086 金沢大 学中部

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大学

  352 高島　早紀 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 大4

  355 小村　　望 ｺﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 大1

  354 毎田　　葵 ﾏｲﾀﾞ ｱｵｲ 大3

  353 上野　愛里 ｳｴﾉ ｱｲﾘ 大3

 5  2124 和歌山大 学関西

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  492 染矢　和沙 ｿﾒﾔ ﾅｷﾞｻ 大1

  491 荒木　　玲 ｱﾗｷ ﾚｲ 大3

  489 粂田　愛梨 ｸﾒﾀ ｱｲﾘ 大3

  490 新山　果純 ﾆｲﾔﾏ ｶｽﾐ 大3

 6  2216 佐賀大 学九州

ｻｶﾞﾀﾞｲ 大学

  790 田邉　瑛梨 ﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 大3

  791 上川　和華 ｶﾐｶﾜ ﾜｶ 大3

  792 入交　香帆 ｲﾘﾏｼﾞﾘ ｶﾎ 大2

  793 坂田友樹子 ｻｶﾀ ﾕｷｺ 大2

 7  2153 兵庫県立大 学関西

ﾋｮｳｹﾝﾀﾞｲ 大学

  572 岸澤　南帆 ｷｼｻﾞﾜ ﾅﾎ 大2

  574 山下　幸恵 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｴ 大2

  575 田中　仁美 ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 大1

  573 松永　知恵 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾁｴ 大2

 8  2247 山形大 学北部

ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  898 出口　美桜 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵ 大3

  896 神谷　歩里 ｶﾐﾔ ｱﾕﾘ 大4

  900 青柳　　萌 ｱｵﾔｷﾞ ﾓｴ 大2

  897 深瀬　理子 ﾌｶｾ ﾘｺ 大4
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 3組
 0  2016 横浜国立大 学関東

ﾖｺｺｸﾀﾞｲ 大学

   50 木山のどか ｷﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 大1

   48 吉村　那月 ﾖｼﾑﾗ ﾅﾂｷ 大3

   52 加治屋千夏 ｶｼﾞﾔ ﾁﾅﾂ 大1

   47 大久保春香 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｶ 大2

 1  2106 大阪大 学関西

ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学

  434 川西　彩加 ｶﾜﾆｼ ｱﾔｶ 大3

  441 明石　奈々 ｱｶｼ ﾅﾅ 大1

  436 赤木　なな ｱｶｷﾞ ﾅﾅ 大2

  438 小杉名南子 ｺｽｷﾞ ﾅﾅｺ 大2

 2  2112 大阪市立大 学関西

ｵｵｻｶｼﾀﾞｲ 大学

  453 森川　愛友 ﾓﾘｶﾜ ﾏﾕ 大4

  455 谷内　奈結 ﾀﾆｳﾁ ﾅﾕ 大2

  457 千葉　喬子 ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ 大1

  456 中堂　綾乃 ﾅｶﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 大2

 3  2236 名桜大 学九州

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学

  864 西原　綾香 ﾆｼﾊﾗ ｱﾔｶ 大3

  862 佐藤　真子 ｻﾄｳ ﾏｺ 大4

  863 嘉手納夏海 ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ 大4

  866 岡田　　慶 ｵｶﾀﾞ ｹｲ 大1

 4  2080 愛知教育大 学中部

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  329 小久保紗由佳    ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ 大4

  334 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 大2

  330 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 大3

  336 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 大1

 5  2264 弘前大 学北部

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学

  948 佐々木遥菜 ｻｻｷ ﾊﾙﾅ 大1

  946 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 大4

  949 須藤　夕喜 ｽﾄﾞｳ ﾕｳｷ 大1

  947 東山　千恵 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾁｴ 大3

 6  2203 九州大 学九州

ｷｭｳﾀﾞｲ 大学

  753 牛島　　楓 ｳｼｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 大3

  758 平井　野歩 ﾋﾗｲ ﾉﾎ 大1

  757 内田　好乃 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉ 大1

  756 中村　美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 大1

 7  2049 千葉大 学関東

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  212 岩本　華子 ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅｺ 大2

  208 小保方咲帆 ｵﾎﾞｶﾀ ｻｷﾎ 大4

  213 井上　捺深 ｲﾉｳｴ ﾅﾂﾐ 大1

  210 宇野　蒼生 ｳﾉ ｱｵｲ 大3

 8  2094 新潟大 学中部

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  389 捧　真理加 ｻｻｹﾞ ﾏﾘｶ 大3

  390 深谷　仁美 ﾌｶﾔ ﾋﾄﾐ 大2

  392 灰野　梨央 ﾊｲﾉ ﾘｵ 大1

  391 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 大2

 9  2233 北九州市立大 学九州

ｷﾀｷｭｳﾀﾞｲ 大学

  852 西田　彩恵 ﾆｼﾀﾞ ｻｴ 大1

  855 西山満知子 ﾆｼﾔﾏ ﾏﾁｺ 大1

  853 藤村　夏奈 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾅ 大1

  854 中本　菜那 ﾅｶﾓﾄ ﾅﾅ 大1
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 4組
 0  2136 京都教育大 学関西

ｷｮｳｷｮｳ 大学

  523 吉澤　美佐 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻ 大2

  520 山下　雅代 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖ 大4

  521 山本みこと ﾔﾏﾓﾄ ﾐｺﾄ 大4

  522 河合　美優 ｶﾜｲ ﾐﾕｳ 大3

 1  2026 首都大 学関東

ｼｭﾄﾀﾞｲ 大学

   95 尾崎　由芽 ｵｻﾞｷ ﾕﾒ 大1

   91 原　　珠実 ﾊﾗ ﾀﾏﾐ 大3

   92 前川　七海 ﾏｴｶﾜ ﾅﾅﾐ 大2

   93 石井　美帆 ｲｼｲ ﾐﾎ 大2

 2  2064 名古屋大 学中部

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 大学

  270 古川　嘉純 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾐ 大3

  273 佐橋　美音 ｻﾊｼ ﾐｵ 大2

  275 下原あゆみ ｼﾓﾊﾗ ｱﾕﾐ 大1

  274 奥田紗矢香 ｵｸﾀﾞ ｻﾔｶ 大2

 3  2175 岡山大 学中国

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  647 福田　　瞳 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ 大4

  650 桂　実津季 ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ 大2

  651 巻幡　　樂 ﾏｷﾊﾀ ﾗｸ 大1

  646 松本由梨子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘｺ 大2

 4  2230 鹿屋体育大 学九州

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学

  846 讃岐　百花 ｻﾇｷ ﾓﾓｶ 大2

  841 鳥居　真世 ﾄﾘｲ ﾏﾖ 大4

  844 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 大3

  843 川﨑　　碧 ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 大4

 5  2223 鹿児島大 学九州

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ 大学

  811 池田　芽生 ｲｹﾀﾞ ﾒｲ 大1

  812 北住　優佳 ｷﾀｽﾞﾐ ﾕｳｶ 大1

  808 和田実央理 ﾜﾀﾞ ﾐｵﾘ 大2

  809 荻田　早希 ｵｷﾞﾀ ｻｷ 大3

 6  2195 山口大 学中国

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学

  714 岡村　侑香 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｶ 大5

  715 大﨑　優香 ｵｵｻｷ ﾕｳｶ 大3

  718 緒方美沙希 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 大2

  719 藤井　景理 ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ 大1

 7  2010 横浜市立大 学関東

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ 大学

   34 吉田　姫奈 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 大2

   33 高田　成美 ﾀｶﾀ ﾅﾙﾐ 大2

   31 杉山　怜香 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｶ 大3

   35 村上柚芽香 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾒｶ 大2

 8  2155 京都府立医大 学関西

ｷｮｳﾄﾌﾘﾂｲ 大学

  584 石本　雛子 ｲｼﾓﾄ ﾋﾅｺ 大2

  583 反橋　美香 ｿﾘﾊｼ ﾐｶ 大2

  582 坂口亜梨沙 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾘｻ 大3

  578 小田　智水 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾐ 大3

 9  2210 熊本大 学九州

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ 大学

  779 吉永　光沙 ﾖｼﾅｶﾞ ﾐｻ 大2

  780 向松あゆみ ﾑｺｳﾏﾂ ｱﾕﾐ 大1

  781 兒玉　望実 ｺﾀﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 大1

  778 宮村　莉奈 ﾐﾔﾑﾗ ﾘﾅ 大2
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 5組
 0  2150 神戸市立高専 学関西

ｺｳﾍﾞｺｳｾﾝ 大学

  567 臼田　和希 ｳｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大1

  566 大東　稀南 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏﾚﾅ 大2

  568 長谷川　愛 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 大1

  569 森本菜々子 ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ 大1

 1  2181 広島大 学中国

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学

  665 檀浦　朋恵 ﾀﾞﾝｳﾗ ﾄﾓｴ 大2

  663 金﨑　遥香 ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ 大4

  664 長尾　海香 ﾅｶﾞｵ ﾐｶ 大3

  666 山口　夏穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ 大2

 2  2118 神戸大 学関西

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学

  478 石田　絢子 ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ 大1

  473 中川　優花 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ 大3

  477 五十嵐野恵 ｲｶﾞﾗｼ ﾉｴ 大2

  474 見浪　早紀 ﾐﾅﾐ ｻｷ 大4

 3  2252 北海道大 学北部

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学

  921 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 大2

  917 塘　　安奈 ﾄﾓ ｱﾝﾅ 大4

  916 坂田　里緒 ｻｶﾀ ﾘｵ 大4

  918 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 大4

 4  2041 筑波大 学関東

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  171 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 大1

  175 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 大1

  164 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 大3

  172 今村　涼花 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ 大1

 5  2100 大阪教育大 学関西

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学

  410 阪口　青空 ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ 大4

  415 清川　柚紀 ｷﾖｶﾜ ﾕｽﾞｷ 大1

  412 梶田　美宇 ｶｼﾞﾀ ﾐｳ 大2

  408 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 大4

 6  2004 東京学芸大 学関東

ﾄｳｶﾞｸｹﾞｲ 大学

   16 髙濱美咲希 ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ 大4

   21 小野　泉海 ｵﾉ ｲｽﾞﾐ 大1

   20 山村　涼乃 ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ 大1

   18 佐藤　綾花 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 大3

 7  2032 東京大 学関東

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  110 荻原　　涼 ｵｷﾞﾊﾗ ｽｽﾞ 大2

  112 高木　祐希 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 大2

  108 吉元　　碧 ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ 大4

  111 浜辺美佳子 ﾊﾏﾍﾞ ﾐｶｺ 大3

 8  2164 愛媛大 学中国

ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学

  614 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 大2

  613 奧井　友梨 ｵｸｲ ﾕﾘ 大2

  612 岡藤　智秋 ｵｶﾌｼﾞ ﾁｱｷ 大2

  611 森口　静香 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ 大3

 9  2020 埼玉大 学関東

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大学

   73 丸山　桃寧 ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾓﾈ 大1

   72 横川智奈美 ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾐ 大1

   71 堀　　美結 ﾎﾘ ﾐﾕｳ 大1

   70 後藤　彩香 ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ 大4


