
第69回 全国国公立大学選手権水泳競技大会           

                                                  

金沢プール  

Page    1

スタートリスト
競技№：  11 女子  200m 背泳ぎ 予選

       日本記録 2:07.13

       学生記録 2:07.81

       大会記録 2:11.21

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

2022/08/01 19:28:10 SEIKO Swimming Results System

 1組
 0

 1 学関西   481 友定　佳那          ﾄﾓｻﾀﾞ ｶﾅ            神戸大              大4         

 2 学関西   517 下田　　桜          ｼﾓﾀﾞ ｻｸﾗ            京都大              大2         

 3 学九州   672 福入　　和          ﾌｸｲﾘ ﾔﾏﾄ            九州工業大          大2         

 4 学中国   628 遠藤　香乃          ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾉ            鳥取大              大2         

 5 学中部   358 蘆江　彩加          ｱｼｴ ｱﾔｶ             福井大              大1         

 6 学北部   845 三尾夏奈子          ﾐｵ ｶﾅｺ              秋田大              大3         

 7 学中部   345 西川　亜矢          ﾆｼｶﾜ ｱﾔ             金沢大              大3         

 8 学北部   866 早川　夏夢          ﾊﾔｶﾜ ﾅﾂﾑ            札幌医科大          大4         

 9

 2組
 0 学北部   831 石原　江瑚          ｲｼﾊﾗ ｴｺ             北海道大            大4         

 1 学関東   179 井林　倖菜          ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾅ           千葉大              大3         

 2 学中国   647 天木　智尋          ｱﾏｷ ﾁﾋﾛ             山口大              大3         

 3 学関西   516 熊川ひなた          ｸﾏｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ           京都大              大3         

 4 学中部   333 大鐘　結衣          ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ            愛知教育大          大3         

 5 学北部   813 小野　真愛          ｵﾉ ﾏｲ               東北大              大1         

 6 学関東   223 秋谷　里実          ｱｷﾔ ｻﾄﾐ             群馬大              大4         

 7 学関東    20 森　みかさ          ﾓﾘ ﾐｶｻ              東京学芸大          大2         

 8 学関東   222 會澤　　唯          ｱｲｻﾞﾜ ﾕｲ            群馬大              大1         

 9 学関東   234 大川　萌里          ｵｵｶﾜ ﾓｴﾘ            宇都宮大            大3         

 3組
 0 学関西   436 福武　由花          ﾌｸﾀｹ ﾕｶ             大阪大              大1         

 1 学中部   347 小村　　望          ｺﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ            金沢大              大4         

 2 学中部   246 下原あゆみ          ｼﾓﾊﾗ ｱﾕﾐ            名古屋大            大4         

 3 学中部   326 新井ゆきの          ｱﾗｲ ﾕｷﾉ             愛知教育大          大4         

 4 学関東   154 山下ひなた          ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾀ            筑波大              大1         

 5 学中国   590 津島　光希          ﾂｼﾏ ﾐﾂｷ             岡山大              大1         

 6 学中国   559 濱家　未来          ﾊﾏｲｴ ﾐｷ             愛媛大              大2         

 7 学関西   455 千葉　喬子          ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ            大阪公立大          大4         

 8 学九州   750 後藤　梨乃          ｺﾞﾄｳ ﾘﾉ             琉球大              大2         

 9 学関東   224 舟橋　祐美          ﾌﾅﾊﾞｼ ﾕﾐ            群馬大              大3         

 4組
 0 学中部   265 千原　日那          ﾁﾊﾗ ﾋﾅ              岐阜大              大1         

 1 学九州   696 濱田はるか          ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ            九州大              大1         

 2 学関東    22 菊地　智与          ｷｸﾁ ﾄﾓﾖ             東京学芸大          大1         

 3 学北部   814 木口　真優          ｷｸﾞﾁ ﾏﾕ             東北大              大1         

 4 学関東   153 井田　真由          ｲﾀﾞ ﾏﾕ              筑波大              大1         

 5 学関西   435 福井梨香子          ﾌｸｲ ﾘｶｺ             大阪大              大1         

 6 学北部   844 遠藤　真思          ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｵ            秋田大              大3         

 7 学中部   284 大濱　朋音          ｵｵﾊﾏ ﾄﾓﾈ            静岡大              大2         

 8 学中国   627 髙尾　青奈          ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ             鳥取大              大2         

 9 学関西   495 染矢　和沙          ｿﾒﾔ ﾅｷﾞｻ            和歌山大            大4         


