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 1組
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 3 学関西   479 増田　夢菜          ﾏｽﾀﾞ ﾕﾒﾅ            神戸大              大1         

 4 学関東    33 高田　成美          ﾀｶﾀ ﾅﾙﾐ             横浜市立大          大2         

 5 学関東    73 丸山　桃寧          ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾓﾈ            埼玉大              大1         
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 2組
 0 学中部   310 長尾　紗祈          ﾅｶﾞｵ ｻｷ             名古屋市立大        大6         

 1 学関東   210 宇野　蒼生          ｳﾉ ｱｵｲ              千葉大              大3         

 2 学中国   678 北村　潮音          ｷﾀﾑﾗ ｼｵﾈ            鳥取大              大1         

 3 学北部   886 田中日奈子          ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ             小樽商科大          大4         

 4 学中国   668 矢口　未愛          ﾔｸﾞﾁ ﾐﾁｶ            水産大学校          大2         

 5 学中部   300 佐藤　明音          ｻﾄｳ ｱｶﾈ             静岡大              大3         

 6 学関西   510 小畑みさと          ｵﾊﾞﾀ ﾐｻﾄ            京都大              大4         

 7 学関東   113 金　　宥利          ｷﾑ ﾕﾘ               東京大              大2         

 8 学中部   353 上野　愛里          ｳｴﾉ ｱｲﾘ             金沢大              大3         
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 3組
 0 学中国   626 大澤美夕希          ｵｵｻﾜ ﾐﾕｷ            島根大              大5         

 1 学関東   262 高野　愛李          ﾀｶﾉ ｱｲﾘ             宇都宮大            大1         

 2 学北部   884 平尾菜津美          ﾋﾗｵ ﾅﾂﾐ             東北大              大1         

 3 学関東    94 大石　真由          ｵｵｲｼ ﾏﾕ             首都大              大1         

 4 学関西   435 長村真由子          ｵｻﾑﾗ ﾏﾕｺ            大阪大              大3         

 5 学関東    95 尾崎　由芽          ｵｻﾞｷ ﾕﾒ             首都大              大1         

 6 学関西   441 明石　奈々          ｱｶｼ ﾅﾅ              大阪大              大1         

 7 学関西   579 藤崎まりの          ﾌｼﾞｻｷ ﾏﾘﾉ           京都府立医大        大4         

 8 学中部   354 毎田　　葵          ﾏｲﾀﾞ ｱｵｲ            金沢大              大3         

 9 学中部   308 藤本　晴香          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ           三重大              大1         

 4組
 0 学九州   820 黒田　仁美          ｸﾛﾀﾞ ﾋﾄﾐ            宮崎大              大1         

 1 学北部   940 真壁　風子          ﾏｶﾍﾞ ﾌｳｺ            秋田大              大2         

 2 学中部   273 佐橋　美音          ｻﾊｼ ﾐｵ              名古屋大            大2         

 3 学関東   159 三栁　泉水          ﾐﾔﾅｷﾞ ｲｽﾞﾐ          筑波大              大4         

 4 学九州   849 端野　咲紀          ﾊｼﾉ ｻｷ              鹿屋体育大          大1         

 5 学関西   408 赤嶺　梨緒          ｱｶﾐﾈ ﾘｵ             大阪教育大          大4         

 6 学中国   672 藤井愛依里          ﾌｼﾞｲ ｱｲﾘ            香川大              大2         

 7 学関東   130 辰馬　美貴          ﾀﾂﾏ ﾐｷ              東京農工大          大2         

 8 学関西   529 池添　梨花          ｲｹｿﾞｴ ﾘｶ            奈良教育大          大4         

 9 学中国   691 鍋田　未夢          ﾅﾍﾞﾀ ﾐﾕ             高知大              大1         

 5組
 0 学中部   367 中谷　茉樹          ﾅｶﾀﾆ ﾏｷ             富山大              大1         

 1 学九州   819 前川　梨音          ﾏｴｶﾜ ﾘｵ             宮崎大              大3         

 2 学中部   328 水谷　華奈          ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ            愛知教育大          大4         

 3 学北部   946 澤田　有里          ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ             弘前大              大4         

 4 学関東   172 今村　涼花          ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ           筑波大              大1         

 5 学関東   164 奥田　さわ          ｵｸﾀﾞ ｻﾜ             筑波大              大3         

 6 学関東    20 山村　涼乃          ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ           東京学芸大          大1         

 7 学関西   572 岸澤　南帆          ｷｼｻﾞﾜ ﾅﾎ            兵庫県立大          大2         

 8 学関西   574 山下　幸恵          ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｴ            兵庫県立大          大2         

 9 学中部   395 鈴木　花菜          ｽｽﾞｷ ｶﾅ             静岡県立大          大2         



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№：   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

2019/08/01 20:16:49 SEIKO Swimming Results System

 6組
 0 学中国   692 望月　美桜          ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｵ            高知大              大1         

 1 学中国   663 金﨑　遥香          ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ           広島大              大4         

 2 学中国   719 藤井　景理          ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ            山口大              大1         

 3 学中国   650 桂　実津季          ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ            岡山大              大2         

 4 学九州   847 髙宮　玲音          ﾀｶﾐﾔ ﾚｵﾝ            鹿屋体育大          大2         

 5 学九州   841 鳥居　真世          ﾄﾘｲ ﾏﾖ              鹿屋体育大          大4         

 6 学関西   478 石田　絢子          ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ            神戸大              大1         

 7 学関東   180 五十嵐　悠          ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ            東京海洋大          大3         

 8 学関東   251 原　　未羽          ﾊﾗ ﾐｳ               群馬大              大3         

 9 学関東   135 佐嘉田純香          ｻｶﾀ ｽﾐｶ             一橋大              大3         


