
個人 男子 200m 障害物スイム 個人 女子 200m 障害物スイム

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 菊地　　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 日本大学  2:03.24 大会新 1 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 日本体育大学  2:20.46 大会新
2 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 神奈川大学  2:04.58 大会新 2 竹内　芽衣 ﾀｹｳﾁ ﾒｲ 早稲田大学  2:22.54
3 大出　　旭 ｵｵﾃﾞ ｱｻﾋ 流通経済大学  2:07.85 3 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 早稲田大学  2:23.60
4 金丸　大将 ｶﾈﾏﾙ ﾀﾞｲﾁ 早稲田大学  2:09.36 4 木下瑛理子 ｷﾉｼﾀ ｴﾘｺ 日本大学  2:25.32
5 佐口　太一 ｻｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 岐阜聖徳学園  2:10.10 5 平野　夏実 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 東海大学湘南  2:25.75
6 鯨井　洸紀 ｸｼﾞﾗｲ ｺｳｷ 日本大学  2:11.17 6 鈴木　聖美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 日本大学  2:26.38
7 瀧川　隆史 ﾀｷｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 東海大学湘南  2:13.88 7 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 日本大学  2:27.95
8 合津　翔太 ｺﾞｳﾂ ｼｮｳﾀ 法政大学  2:14.07 8 久々宇邑乃 ｸｸﾞｳ ﾕﾉ 専修大学  2:29.74

個人 男子 50m マネキンキャリー 個人 女子 50m マネキンキャリー

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 加藤　　凌 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 早稲田大学 33.48 大会新 1 名須川紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 文教大学 40.74
2 坂本　　陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 日本体育大学 33.79 大会新 2 鈴木　聖美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 日本大学 41.75
3 園田　　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 流通経済大学 34.54 大会新 3 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 東海大学湘南 41.80
4 鈴木　健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 日本体育大学 34.82 大会新 本城　里華 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｶ 日本体育大学 42.13
5 高岡　洋介 ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ 国士舘大学 35.05 5 竹内　梨夏 ﾀｹｳﾁ ﾘｶ 東海大学湘南 42.22
6 古泉俊二郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 東海大学湘南 35.06 6 清水　友紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 日本大学 43.19
7 松竹　賢太 ﾏﾂﾀｹ ｹﾝﾀ 日本体育大学 35.19 7 小林　夏実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 日本体育大学 43.73
8 井上　祐介 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 東海大学湘南 35.21 8 國東　瑞紀 ｸﾆﾄｳ ﾐｽﾞｷ 日本女子体育 44.34

個人 男子 100m レスキューメドレー 個人 女子 100m レスキューメドレー

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 石川　直人 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾄ 神奈川大学  1:08.76 大会新 1 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 日本体育大学  1:25.11
2 橋本　将吾 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 拓殖大学  1:09.41 2 清水　友紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 日本大学  1:28.18
3 園田　　俊 ｿﾉﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 流通経済大学  1:11.86 3 仲　　麻利 ﾅｶ ﾏﾘ 玉川大学  1:28.52
4 田家　友也 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾔ 日本大学  1:12.00 4 國東　瑞紀 ｸﾆﾄｳ ﾐｽﾞｷ 日本女子体育  1:29.12
5 高岡　洋介 ﾀｶｵｶ ﾖｳｽｹ 国士舘大学  1:14.38 5 藤平　弘子 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾋﾛｺ 流通経済大学  1:29.91
6 佐藤光太朗 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 東海大学湘南  1:14.42 6 三川　彩綾 ﾐｶﾜ ｻｱﾔ 日本体育大学  1:31.55
7 古泉俊二郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 東海大学湘南  1:15.00 7 荒井　美結 ｱﾗｲ ﾐﾕｲ 法政大学  1:33.50
8 松竹　賢太 ﾏﾂﾀｹ ｹﾝﾀ 日本体育大学  1:16.11 8 情野　　望 ｾｲﾉ ﾉｿﾞﾐ 日本女子体育  1:34.15

個人 男子 100m マネキンキャリー・ウィズフィン 個人 女子 100m マネキンキャリー・ウィズフィン

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 菊地　　光 ｷｸﾁ ﾋｶﾙ 日本大学 55.26 大会新 1 三井結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 日本大学  1:05.15
2 中野　達矢 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 日本体育大学 56.34 2 小林　夏実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 日本体育大学  1:06.38
3 多田　創一 ﾀﾀﾞ ｿｳｲﾁ 玉川大学 59.84 3 大塚　彩加 ｵｵﾂｶ ｱﾔｶ 東海大学湘南  1:08.41
4 大谷翔一郎 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 流通経済大学  1:00.02 4 神村　美咲 ｶﾐﾑﾗ ﾐｻｷ 日本女子体育  1:09.52
5 横川　翔太 ﾖｺｶﾜ ｼｮｳﾀ 流通経済大学  1:00.94 5 我妻　瑞穂 ｱｶﾞﾂﾏ ﾐｽﾞﾎ 東京女子体育  1:09.70
6 牧口　航平 ﾏｷｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 新潟工科大学  1:01.74 6 清宮　早紀 ｾｲﾐﾔ ｻｷ 流通経済大学  1:13.15
7 柴田耀治郎 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｼﾞﾛｳ 日本体育大学  1:03.82 7 渡邉　来美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ 日本体育大学  1:13.19
8 片岡　潤吾 ｶﾀｵｶ ｼﾞｭﾝｺﾞ 流通経済大学  1:04.18 8 佐藤　亜耶 ｻﾄｳ ｱﾔ 日本体育大学  1:13.28
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第4回全日学生本ライフセービング・プール選手権大会　　競技結果
2013年３月２日（土）～３日（日）　　於：静岡県富士水泳場（静岡県富士市）

個人 男子 100m マネキントウ・ウィズフィン 個人 女子 100m マネキントウ・ウィズフィン

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 中野　達矢 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 日本体育大学 59.82 大会新 1 名須川紗綾 ﾅｽｶﾜ ｻｱﾔ 日本大学  1:07.15
2 中本　直也 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 拓殖大学  1:00.90 2 渡邉　来美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾙﾐ 日本体育大学  1:08.15
3 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 日本大学  1:01.15 3 平野　夏実 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 玉川大学  1:10.17
4 横川　翔太 ﾖｺｶﾜ ｼｮｳﾀ 流通経済大学  1:01.60 4 木下瑛理子 ｷﾉｼﾀ ｴﾘｺ 流通経済大学  1:11.76
5 大谷翔一郎 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 流通経済大学  1:02.41 5 安藤　綾野 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 流通経済大学  1:14.04
6 坂上　友弥 ｻｶｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ 玉川大学  1:02.52 6 神村　美咲 ｶﾐﾑﾗ ﾐｻｷ 新潟工科大学  1:14.24
7 宇治川仁人 ｳｼﾞｶﾜ ﾏｻﾄ 日本大学  1:02.60 7 野崎　　彩 ﾉｻﾞｷ ｱﾔ 日本体育大学  1:14.46
8 宮腰　太輔 ﾐﾔｺｼ ﾀｲｽｹ 日本体育大学  1:02.87 8 竹内　梨夏 ﾀｹｳﾁ ﾘｶ 流通経済大学  1:15.03

個人 男子 200m スーパーライフセーバー 個人 女子 200m スーパーライフセーバー

順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考 順位 競技者氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 記録 備考

1 坂本　　陸 ｻｶﾓﾄ ﾘｸ 日本体育大学  2:22.64 日本新 1 三井結里花 ﾐﾂｲ ﾕﾘｶ 日本大学  2:35.94 日本新
2 中本　直也 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 拓殖大学  2:25.55 2 宮田　沙依 ﾐﾔﾀ ｻﾖﾘ 日本体育大学  2:44.98
3 加藤　　凌 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 早稲田大学  2:28.38 3 大渕真理子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ 日本女子体育  2:52.73
4 矢内　健斗 ﾔｳﾁ ｹﾝﾄ 日本大学  2:30.86 4 山口　夏未 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 日本体育大学  2:53.30
5 岡田　　悟 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 日本大学  2:35.73 5 江部愛里菜 ｴﾍﾞ ｴﾘﾅ 日本体育大学  2:55.64
6 大出　　旭 ｵｵﾃﾞ ｱｻﾋ 流通経済大学  2:35.94 6 石井　奈美 ｲｼｲ ﾅﾐ 日本体育大学  3:03.02
7 田家　友也 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾔ 日本大学  2:36.34 7 木伏　紅緒 ｷﾌﾞｼ ﾍﾞﾆｵ 早稲田大学  3:06.14
8 瀧川　隆史 ﾀｷｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 東海大学湘南  2:39.63 8 小出　絵未 ｺｲﾃﾞ ｴﾐ 東京女子体育  3:08.40

チーム 男子 4×50m 障害物リレー チーム 女子 4×50m 障害物リレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 日本大学 ﾆﾎﾝ 菊地　　光･鯨井　洸紀･宇治川仁人･田家　友也  1:46.51 1 日本大学 ﾆﾎﾝ 三井結里花･鈴木　聖美･木下瑛理子･内藤由里恵  2:03.29
2 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞ 坂本　　類･金丸　大将･江藤　亜門･加藤　　凌  1:49.53 2 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸ 栗真　千里･山口　夏未･小林　夏実･宮田　沙依  2:04.17
3 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸ 松竹　賢太･鈴木　健一･中野　達矢･坂本　　陸  1:50.05 3 東海大学湘南 ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾅﾝ 平野　夏実･竹内　梨夏･佐藤　　遥･中島　静香  2:06.83
4 東海大学湘南 ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾅﾝ 瀧川　隆史･井上　祐介･古泉俊二郎･佐藤光太朗  1:51.13 4 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞ 竹内　芽衣･古泉　祥乃･木伏　紅緒･高柴　瑠衣  2:07.76
5 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝ 塩島　　翼･杉山　朋大･宮川　　廉･高岡　洋介  1:52.37 5 日本女子体育 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼ 山口　智可･古泉　祥乃･大渕真理子･高澤　頼子  2:08.06
6 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸ 橋本　将吾･二宮　健太･田川　純一･中本　直也  1:52.93 6 東京女子体育 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸ 中山　　楓･我妻　瑞穂･真中　友里･小出　絵未  2:15.10
7 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲ 尾内　浩紀･園田　　俊･池田　知裕･大河原悠希  1:55.14 7 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜ 古川知紗子･山田萌弥以･柴崎　るり･仲　　麻利  2:17.03
8 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸ 中道　勇太･吉岡　慎志･黒木　健太･上　　真直  1:56.28 8 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲ 藤平　弘子･跡辺　千香･手塚　美穂･関　真奈美  2:22.64

チーム 男子 4×25m マネキンリレー チーム 女子 4×25m マネキンリレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸ 橋本　将吾･二宮　健太･田川　純一･中本　直也  1:20.84 1 東海大学湘南 ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾅﾝ 平野　夏実･遠口　紀子･中島　静香･竹内　梨夏  1:39.23
2 東海大学湘南 ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾅﾝ 井上　祐介･古泉俊二郎･池田　昇平･佐藤光太朗  1:21.61 2 日本女子体育 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼ 高澤　頼子･國東　瑞紀･大渕真理子･古泉　祥乃  1:46.41
3 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲ 園田　　俊･尾内　浩紀･難波　優介･大河原悠希  1:28.56 3 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞ 木伏　紅緒･高柴　瑠衣･山下　歩夢･竹内　芽衣  1:55.52
4 成蹊大学 ｾｲｹｲ 久木田友樹･新見　武尊･矢吹　拓郎･利根川健太  1:47.53 4 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜ 仲　　麻利･古川知紗子･柴崎　るり･山田萌弥以  2:04.71
5 新潟産業大学 ﾆｲｶﾞﾀｻﾝｷﾞｮｳ 大野　翔平･安澤　勇次･大滝雄一郎･三井田　誠  1:49.80 5 法政大学 ﾎｳｾｲ 岩根　千静･岩田　　幸･高松　実里･荒井　美結  2:21.42
6 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜ 吉原　祥太･坂上　友弥･西村　航平･米山　琢磨  1:52.92 6 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳ 方波見絵里奈･田中　美江･大場　沙奈･小林　亜美  2:57.29
7 明治大学 ﾒｲｼﾞ 佐々木　翼･新　　涼太･高橋　慧悟･青田　健吾  1:56.59 7

8
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第4回全日学生本ライフセービング・プール選手権大会　　競技結果
2013年３月２日（土）～３日（日）　　於：静岡県富士水泳場（静岡県富士市）

チーム 男子 4×50m メドレーリレー チーム 女子 4×50m メドレーリレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 日本大学 ﾆﾎﾝ 深澤　宏理･菊地　　光･鯨井　洸紀･岡田　　悟  1:36.43 1 日本女子体育 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼ 及川　　舞･神村　美咲･大渕真理子･古泉　祥乃  1:54.97
2 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝ 塩島　　翼･宮川　　廉･高岡　洋介･杉山　朋大  1:41.20 2 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸ 小林　夏実･渡邉　来美･山口　夏未･小林　愛菜  1:56.30
3 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸ 松竹　賢太･宮腰　太輔･鈴木　健一･坂本　　陸  1:43.46 3 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜ 仲　　麻利･山田萌弥以･柴崎　るり･古川知紗子  1:58.99
4 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸ 中道　勇太･黒木　健太･上　　真直･岡田　成弘  1:43.82 4 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞ 西　未紗子･篠崎　夏波･山下　歩夢･木伏　紅緒  2:02.80
5 東海大学湘南 ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾅﾝ 池田　昇平･木原　拓己･瀧川　隆史･永井　耀二  1:46.09 5 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝ 小田　陽香･池原　詩織･堤　　茅咲･小西川真凛  2:04.04
6 東海大学清水 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ ｼﾐｽﾞ 清水　徳晃･青木　省吾･嶋田　廣人･山下　貴道  1:47.32 6 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳ 三浦由紀乃･方波見絵里奈･秋元　美咲･安藤　綾野  2:04.11
7 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲ 笹沼　悠介･高橋　源暉･大河原悠希･横川　翔太  1:49.64 7 東京女子体育 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸ 小出　絵未･犬島　未歩･中山　　楓･塚原　　舞  2:04.35
8 法政大学 ﾎｳｾｲ 丸橋　侑生･加藤　隆太･鯉淵　敦博･合津　翔太  1:50.22 8 大阪体育大学 ｵｵｻｶﾀｲｲｸ 畠中　菜々･下田柚衣子･廣江　史子･水岡由季恵  2:05.87

チーム 男子 ラインスロー チーム 女子 ラインスロー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲ 大河原悠希･難波　優介 12.10 1 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲ 手塚　美穂･小宮山　槙 14.85
2 専修大学 ｾﾝｼｭｳ 森岡　　誠･小林　浅葵 13.18 2 東京女子体育 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸ 鈴木　まみ･鈴木恵美理 17.58
3 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳ 森田　　開･望月龍之介 13.45 3 東海大学清水 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ ｼﾐｽﾞ 荒木　里愛･大下香奈恵 19.02
4 法政大学 ﾎｳｾｲ 丸橋　侑生･上遠野元太 13.77 4 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞ 竹内　芽衣･笹栗　志穂 20.82
5 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸ 高橋　駿介･高橋　敏明 14.09 5 順天堂大学 ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳ 方波見絵里奈･田中　美江 35.04
6 帝京大学 ﾃｲｷｮｳ 種村　郁哉･原　　琢介 14.85 6 筑波大学 ﾂｸﾊﾞ 松山　惠香･竹村　　望 37.26
7 東海大学清水 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ ｼﾐｽﾞ 照井　一樹･山下　貴道 15.45 7 帝京大学 ﾃｲｷｮｳ 上木　榛奈･菅根　千恵 39.56
8 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞ 木内　康輔･加藤　弘志 16.13

チーム 男子 特別種目メドレーリレー チーム 女子 特別種目メドレーリレー

順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 得点 備考 順位 チーム名 ﾌﾘｶﾞﾅ 競技者氏名 記録 備考

1 日本大学 ﾆﾎﾝ 菊地　　光･深澤　宏理･鯨井　洸紀  1:38.10 大会新 1 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸ 宮田　沙依･山口　夏未･栗真　千里  1:52.84 大会新
2 流通経済大学 ﾘｭｳﾂｳｹｲｻﾞｲ 大谷翔一郎･尾内　浩紀･園田　　俊  1:40.57 2 日本大学 ﾆﾎﾝ 三井結里花･木下瑛理子･内藤由里恵  1:54.45
3 神奈川大学 ｶﾅｶﾞﾜ 石川　直人･坂本　悠介･大島　圭介  1:40.59 3 東海大学湘南 ﾄｳｶｲ ｼｮｳﾅﾝ 竹内　梨夏･中島　静香･平野　夏実  1:56.63
4 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸ 中野　達矢･松竹　賢太･鈴木　健一  1:41.00 4 日本女子体育 ﾆﾎﾝｼﾞｮｼ 神村　美咲･及川　　舞･大渕真理子  1:57.32
4 拓殖大学 ﾀｸｼｮｸ 中本　直也･田川　純一･橋本　将吾  1:41.41 5 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞ 高柴　瑠衣･西　未紗子･竹内　芽衣  1:57.93
6 早稲田大学 ﾜｾﾀﾞ 江藤　亜門･金丸　大将･加藤　　凌  1:41.58 6 東京女子体育 ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸ 我妻　瑞穂･小出　絵未･中山　　楓  1:59.33
6 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝ 杉山　朋大･宮川　　廉･高岡　洋介  1:43.23 7 国士舘大学 ｺｸｼｶﾝ 池原　詩織･小西川真凛･堤　　茅咲  2:01.56

8 玉川大学 ﾀﾏｶﾞﾜ 古川知紗子･仲　　麻利･柴崎　るり  2:02.55
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