
第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  2:13.82
競技No. : 5 女子  200m 自由形 タイム決勝 大会記録  2:16.08

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1 3/4 平井　葉子 日本大学 大
ﾋﾗｲ ﾊｺ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  2:18.99 (  0.62)

32.12 1:07.05 1:43.02

2 3/3 小久保　琴音 東海大学湘南 大
ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  2:22.50 (  0.62)

33.39 1:10.43 1:46.74

3 1/2 鹿取　初姫 国士舘大学 大
ｶﾄﾘ ﾊﾂｷ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  2:27.20 (  0.72)

32.68 1:10.01 1:48.36

4 3/5 山田　純葉 日本体育大学 大
ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾊ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:28.11 (  0.62)

32.85 1:09.05 1:47.76

5 2/7 吉田　絢香 神奈川大学 大
ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  2:29.63 (  0.67)

33.90 1:11.13 1:50.48

6 2/4 髙山　采夏 日本体育大学 大
ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:30.26 (  0.67)

33.95 1:11.83 1:51.80

7 2/5 長谷川　琴菜 日本女子体育 大
ﾊｾｶﾞﾜ ｺﾄﾅ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  2:30.55 (  0.73)

35.58 1:13.94 1:53.06

8 3/6 古屋　菜花 日本大学 大
ﾌﾙﾔ ﾅﾉｶ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  2:31.44 (  0.74)

34.48 1:12.69 1:52.40

9 3/2 神庭　愛 日本体育大学 大
ｶﾐﾆﾜ ｱｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:31.45 (  0.58)

33.26 1:10.79 1:49.86

10 3/7 江畑　志保 日本体育大学 大
ｴﾊﾞﾀ ｼﾎ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:31.65 (  0.70)

32.69 1:09.36 1:49.79

11 1/1 加藤木　美咲 明治国際医療 大
ｶﾄｳｷﾞ ﾐｻｷ ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲｶ  2:33.85 (  0.66)

32.13 1:08.67 1:49.65

12 3/8 内田　早紀 日本体育大学 大
ｳﾁﾀﾞ ｻｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:34.18 (  0.64)

33.72 1:12.67 1:53.29

13 1/5 田中　麻美 帝京大学 大
ﾀﾅｶ ﾏﾐ ﾃｲｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:37.76 (  0.78)

37.49 1:17.58 1:58.03

14 1/6 菊地　琴梨 順天堂大学 大
ｷｸﾁ ｺﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:37.80 (  0.71)

37.79 1:18.41 1:58.41

15 2/3 吉岡　優希 早稲田大学 大
ﾖｼｵｶ ﾕｷ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  2:39.46 (  0.81)

35.57 1:15.61 1:56.76
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日本記録  2:13.82
競技No. : 5 女子  200m 自由形 タイム決勝 大会記録  2:16.08

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

16 2/8 遠藤　明日香 筑波大学 大
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｽｶ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  2:40.06 (  0.70)

36.13 1:17.22 1:58.77

17 2/6 高橋　ののか 東京女子体育 大
ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｶ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  2:44.48 (  0.77)

37.11 1:18.44 2:01.90

18 2/2 吉村　彩 東京女子体育 大
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  2:44.54 (  0.68)

35.64 1:16.16 1:59.57

19 1/7 中澤　美咲 上智大学 大
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｻｷ ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲｶﾞｸ  2:54.05 (  0.77)

38.82 1:22.22 2:08.17

20 2/1 酒井　紫帆 東海大学湘南 大
ｻｶｲ ｼﾎ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  2:59.61 (  0.72)

38.48 1:24.75 2:12.66

21 1/3 江田　望実 国士舘大学 大
ｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  3:08.25 (  0.88)

39.52 1:25.90 2:15.91

22 1/8 世儀　十那実 明治国際医療 大
ｾｷﾞ ﾄﾅﾐ ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲｶ  4:00.93 (  0.96)

43.23 1:41.25 2:53.57

1/4 今井　柚歩 成城大学 大
ｲﾏｲ ﾕｽﾞﾎ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

3/1 村尾　美海 慶應義塾大学 大
ﾑﾗｵ ﾐｳ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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日本記録  36.60
競技No. : 13 女子  50m 自由形 タイム決勝 大会記録  37.44

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 8/5 山田　純葉 日本体育大学 大
ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾊ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  39.44 (  0.62)

2 7/7 待井　ひなた 東海大学湘南 大
ﾏﾁｲ ﾋﾅﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  39.47 (  0.63)

3 8/4 正能　愛里 法政大学 大
ｼｮｳﾉｳ ｱｲﾘ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  39.83 (  0.63)

4 8/2 平井　葉子 日本大学 大
ﾋﾗｲ ﾊｺ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  40.56 (  0.63)

5 8/3 林　愛莉 日本女子体育 大
ﾊﾔｼ ｱｲﾘ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  40.80 (  0.62)

6 8/7 江畑　志保 日本体育大学 大
ｴﾊﾞﾀ ｼﾎ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  41.77 (  0.68)

7 8/6 狐崎　千乃 日本体育大学 大
ｷﾂﾈｻﾞｷ ﾁﾉ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  42.12 (  0.66)

8 6/4 髙山　采夏 日本体育大学 大
ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  42.79 (  0.67)

9 8/1 鈴木　莉子 日本女子体育 大
ｽｽﾞｷ ﾘｺ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  43.06 (  0.68)

10 4/1 小久保　琴音 東海大学湘南 大
ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  43.35 (  0.61)

11 7/5 山路　倖茄 日本体育大学 大
ﾔﾏｼﾞ ｻﾁｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  43.51 (  0.65)

12 6/6 内田　早紀 日本体育大学 大
ｳﾁﾀﾞ ｻｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  43.75 (  0.64)

13 8/8 松元　愛海 早稲田大学 大
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾐ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  43.89 (  0.65)

14 7/6 駒谷　帆香 順天堂大学 大
ｺﾏﾔ ﾎﾉｶ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  44.29 (  0.67)

15 7/3 小平　杏 順天堂大学 大
ｺﾋﾗ ｱﾝ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  44.42 (  0.65)

16 7/4 高橋　麗那 東海大学湘南 大
ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  44.87 (  0.71)

17 3/5 梶沼　ななえ 日本大学 大
ｶｼﾞﾇﾏ ﾅﾅｴ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  45.06 (  0.73)

18 6/3 山本　万璃愛 日本体育大学 大
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｱ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  45.20 (  0.71)

19 5/1 遠藤　明日香 筑波大学 大
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｽｶ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  45.33 (  0.73)

20 6/2 大久保　咲良 日本体育大学 大
ｵｵｸﾎﾞ ｻｸﾗ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  45.86 (  0.66)
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日本記録  36.60
競技No. : 13 女子  50m 自由形 タイム決勝 大会記録  37.44

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

21 6/1 木村　瑞希 筑波大学 大
ｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  45.90 (  0.74)

22 5/5 山田　結 日本体育大学 大
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  46.11 (  0.74)

22 7/1 加賀谷　美羽 日本体育大学 大
ｶｶﾞﾔ ﾐﾊﾈ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  46.11 (  0.66)

24 6/7 中村　紗彩 日本体育大学 大
ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  46.16 (  0.77)

25 7/8 吉澤　柚衣 日本体育大学 大
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  46.24 (  0.67)

26 7/2 正木　友海 東海大学湘南 大
ﾏｻｷ ﾕﾐ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  46.55 (  0.71)

27 2/4 小山　留奈 日本大学 大
ｺﾔﾏ ﾙﾅ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  46.64 (  0.60)

28 3/4 上村　向日葵 東海大学湘南 大
ｶﾐﾑﾗ ﾋﾏﾘ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  46.98 (  0.92)

29 5/6 管谷　帆那 神奈川大学 大
ｽｶﾞﾔ ﾊﾝﾅ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  47.72 (  0.77)

30 5/2 松本　優 順天堂大学 大
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  48.47 (  0.67)

31 5/3 小林　海咲 日本女子体育 大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  48.50 (  0.64)

32 5/7 中澤　美咲 上智大学 大
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｻｷ ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲｶﾞｸ  49.44 (  0.74)

33 5/4 野村　雪羽 東洋大学 大
ﾉﾑﾗ ﾕｷﾊ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ  49.60 (  0.63)

34 4/5 光藤　果歩 慶應義塾大学 大
ﾐﾂﾄﾞｳ ｶﾎ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  49.65 (  0.63)

35 4/3 鵜木　海緒 筑波大学 大
ｳﾉｷ ﾐｵ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  49.73 (  0.77)

36 5/8 尾島　みさき 早稲田大学 大
ｵｼﾞﾏ ﾐｻｷ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  52.09 (  0.87)

37 4/4 髙橋　かのん 日本体育大学 大
ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  52.41 (  0.82)

38 4/6 田畑　有香 青山学院大学 大
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｶ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  52.46 (  0.61)

39 3/8 柳生　梨那 武蔵野大学 大
ﾔｷﾞｭｳ ﾘﾅ ﾑｻｼﾉﾀﾞｲｶﾞｸ  52.83 (  0.68)

40 3/7 森　野々花 早稲田大学 大
ﾓﾘ ﾉﾉｶ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  52.84 (  0.66)
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日本記録  36.60
競技No. : 13 女子  50m 自由形 タイム決勝 大会記録  37.44

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

41 2/6 桑名　君佳 慶應義塾大学 大
ｸﾜﾅ ｷﾐｶ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  55.79 (  0.69)

42 2/5 小松　彩香 青山学院大学 大
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  55.96 (  0.75)

43 2/8 久下谷　花音 日本体育大学 大
ｸｶﾞﾔ ﾊﾅﾈ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  56.44 (  1.03)

44 4/7 鈴木　ゆりか 青山学院大学 大
ｽｽﾞｷ ﾕﾘｶ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  56.93 (  0.74)

45 2/3 奥野　結実 慶應義塾大学 大
ｵｸﾉ ﾕﾐ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  57.33 (  0.88)

46 1/5 菅井　美希 日本大学 大
ｽｶﾞｲ ﾐｷ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  58.56 (  0.93)

47 4/2 村尾　美海 青山学院大学 大
ﾑﾗｵ ﾐｳ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  59.82 (  0.79)

48 3/6 真柳　結菜 中央大学 大
ﾏﾔﾅｷﾞ ﾕﾅ ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:01.45 (  0.92)

49 2/1 小川　笑子 日本体育大学 大
ｵｶﾞﾜ ｴｺ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:04.56 (  0.92)

50 1/4 中岫　祥 日本大学 大
ﾅｶｸﾞｷ ｻﾁ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:06.11 (  1.09)

51 3/2 池田　葵 中央大学 大
ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.40 (  0.98)

52 1/3 世儀　十那実 明治国際医療 大
ｾｷﾞ ﾄﾅﾐ ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲｶ  1:13.02 (  0.99)

3/3 米澤　圭 青山学院大学 大
ﾖﾈｻﾞﾜ ｹｲ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

4/8 髙橋　みなみ 仙台大学 大
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

2/2 永井　柚衣 東洋大学 大
ﾅｶﾞｲ ﾕｲ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

2/7 三沢　莉湖 東洋大学 大
ﾐｻﾜ ﾘｺ ﾄｳﾖｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

3/1 風戸　希美 日本体育大学 大
ｶｻﾞﾄ ﾉｿﾞﾐ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

6/5 金川　もも 神奈川大学 大
ｶﾅｶﾞﾜ ﾓﾓ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

6/8 村尾　美海 慶應義塾大学 大
ﾑﾗｵ ﾐｳ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  56.31
競技No. : 16 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 大会記録  59.23

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 5/4 林　愛莉 日本女子体育 大
ﾊﾔｼ ｱｲﾘ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  1:03.20 (  0.87)

2 5/5 正能　愛里 法政大学 大
ｼｮｳﾉｳ ｱｲﾘ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:04.58 (  0.76)

3 5/2 熊木　春乃 日本体育大学 大
ｸﾏｷ ﾊﾙﾉ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:05.55 (  0.80)

4 4/7 待井　ひなた 東海大学湘南 大
ﾏﾁｲ ﾋﾅﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:06.18 (  0.95)

5 5/6 正木　友海 東海大学湘南 大
ﾏｻｷ ﾕﾐ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:06.75 (  0.98)

6 5/3 高橋　麗那 東海大学湘南 大
ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:07.75 (  0.75)

7 4/5 平井　葉子 日本大学 大
ﾋﾗｲ ﾊｺ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:07.99 (  0.76)

8 4/4 松元　愛海 早稲田大学 大
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾐ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:08.73 (  0.74)

9 4/3 山中　みのり 順天堂大学 大
ﾔﾏﾅｶ ﾐﾉﾘ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:09.29 (  0.82)

10 4/2 鈴木　莉子 日本女子体育 大
ｽｽﾞｷ ﾘｺ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  1:09.82 (  0.82)

11 5/8 木下　莉里愛 明治学院大学 大
ｷﾉｼﾀ ﾘﾘｱ ﾒｲｼﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:10.03 (  0.95)

12 4/6 吉澤　柚衣 日本体育大学 大
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:10.59 (  0.68)

13 5/7 金川　もも 神奈川大学 大
ｶﾅｶﾞﾜ ﾓﾓ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  1:12.14 (  0.74)

14 3/3 大矢　幸恵 日本体育大学 大
ｵｵﾔ ﾕｷｴ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:12.23 (  0.73)

15 5/1 大竹　梨乃 日本女子体育 大
ｵｵﾀｹ ﾘﾉ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  1:12.34 (  0.62)
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種目別競技結果
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第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  56.31
競技No. : 16 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 大会記録  59.23

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

16 1/5 加藤木　美咲 明治国際医療 大
ｶﾄｳｷﾞ ﾐｻｷ ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲｶ  1:13.44 (  0.94)

17 3/6 山田　結 日本体育大学 大
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:14.04 (  0.68)

18 3/7 谷本　栞乃 日本体育大学 大
ﾀﾆﾓﾄ ｼｵﾘ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:16.39 (  0.98)

19 3/5 西尾　栞 東海大学湘南 大
ﾆｼｵ ｼｵﾘ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:16.63 (  0.87)

20 3/4 徳嶺　仁美 日本体育大学 大
ﾄｸﾐﾈ ﾋﾄﾐ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:16.92 (  0.87)

21 3/2 石井　友唯 日本体育大学 大
ｲｼｲ ﾕｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:19.52 (  0.81)

22 3/8 石野田　凛 日本体育大学 大
ｲｼﾉﾀﾞ ﾘﾝ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:20.30 (  1.02)

23 2/4 高橋　ののか 東京女子体育 大
ﾀｶﾊｼ ﾉﾉｶ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:21.26 (  0.97)

24 4/1 古屋　菜花 日本大学 大
ﾌﾙﾔ ﾅﾉｶ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:21.41 (  0.89)

25 2/1 髙橋　かのん 日本体育大学 大
ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:22.06 (  0.95)

26 1/6 山﨑　果音 法政大学 大
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾉﾝ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.26 (  0.95)

27 2/8 吉村　莉衣子 国際基督教大学 大
ﾖｼﾑﾗ ﾚｲｺ ｺｸｻｲｷﾘｽﾄｷｮｳﾀﾞｲｶﾞ  1:26.30 (  0.94)

28 3/1 中村　紗彩 日本体育大学 大
ﾅｶﾑﾗ ｻｱﾔ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:28.14 (  0.95)

29 2/5 橋本　結花 東京女子体育 大
ﾊｼﾓﾄ ﾕｲｶ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:29.24 (  0.92)

30 1/2 柳生　梨那 武蔵野大学 大
ﾔｷﾞｭｳ ﾘﾅ ﾑｻｼﾉﾀﾞｲｶﾞｸ  1:31.74 (  0.77)
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第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  56.31
競技No. : 16 女子  100m 背泳ぎ タイム決勝 大会記録  59.23

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

31 1/4 村山　有里 拓殖大学 大
ﾑﾗﾔﾏ ｱﾘ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:35.47 (  0.88)

32 1/3 小松　彩香 青山学院大学 大
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:36.62 (  0.93)

2/3 坪内　舞 日本体育大学 大
ﾂﾎﾞｳﾁ ﾏｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

2/2 大木　美空 東京女子体育 大
ｵｵｷ ﾐｸ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 棄権

2/6 梶沼　ななえ 日本大学 大
ｶｼﾞﾇﾏ ﾅﾅｴ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

2/7 永野　華乃 東京女子体育 大
ﾅｶﾞﾉ ｶﾉ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 棄権

4/8 大久保　咲良 日本体育大学 大
ｵｵｸﾎﾞ ｻｸﾗ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  1:14.83
競技No. : 22 女子  100m 個人メドレー タイム決勝 大会記録  1:14.83

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 2/4 正能　愛里 法政大学 大
ｼｮｳﾉｳ ｱｲﾘ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:20.66 (  0.65)

31.48

2 1/6 待井　ひなた 東海大学湘南 大
ﾏﾁｲ ﾋﾅﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:21.11 (  0.66)

29.86

3 2/5 山田　純葉 日本体育大学 大
ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾊ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.49 (  0.61)

31.29

4 2/1 江畑　志保 日本体育大学 大
ｴﾊﾞﾀ ｼﾎ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:24.91 (  0.72)

32.08

5 2/2 林　愛莉 日本女子体育 大
ﾊﾔｼ ｱｲﾘ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  1:27.13 (  0.62)

33.27

6 1/5 山中　みのり 順天堂大学 大
ﾔﾏﾅｶ ﾐﾉﾘ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:27.44 (  0.67)

35.96

7 1/2 小久保　琴音 東海大学湘南 大
ｺｸﾎﾞ ｺﾄﾈ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:28.09 (  0.63)

35.76

8 2/3 平井　葉子 日本大学 大
ﾋﾗｲ ﾊｺ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:28.85 (  0.63)

31.54

9 2/6 狐崎　千乃 日本体育大学 大
ｷﾂﾈｻﾞｷ ﾁﾉ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:29.11 (  0.71)

31.87

10 2/8 髙山　采夏 日本体育大学 大
ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:29.54 (  0.69)

32.73

11 2/7 大竹　梨乃 日本女子体育 大
ｵｵﾀｹ ﾘﾉ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  1:31.24 (  0.68)

33.11

12 1/3 西尾　栞 東海大学湘南 大
ﾆｼｵ ｼｵﾘ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:34.00 (  0.68)

35.54

13 1/7 吉岡　優希 早稲田大学 大
ﾖｼｵｶ ﾕｷ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:41.00 (  0.80)

35.17

1/4 村尾　美海 慶應義塾大学 大
ﾑﾗｵ ﾐｳ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

2023/01/29 12:17:13 Page 1SEIKO Swimming Results System

種目別競技結果

レスキューメドレー（100m）［女子］



第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  2:31.69
競技No. : 27 女子  200m 個人メドレー タイム決勝 大会記録  2:38.36

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m 100m 150m

1 2/5 平井　葉子 日本大学 大
ﾋﾗｲ ﾊｺ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  2:42.43 (  0.65)

1:17.84

2 2/3 正能　愛里 法政大学 大
ｼｮｳﾉｳ ｱｲﾘ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  2:52.58 (  0.66)

1:17.86

3 2/1 神庭　愛 日本体育大学 大
ｶﾐﾆﾜ ｱｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:55.34 (  0.60)

1:23.83

4 2/2 駒谷　帆香 順天堂大学 大
ｺﾏﾔ ﾎﾉｶ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  2:57.55 (  0.72)

1:26.45

5 2/4 高橋　麗那 東海大学湘南 大
ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  2:57.72 (  0.70)

1:27.98

6 1/4 山路　倖茄 日本体育大学 大
ﾔﾏｼﾞ ｻﾁｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  2:57.83 (  0.64)

1:23.46

7 2/6 林　愛莉 日本女子体育 大
ﾊﾔｼ ｱｲﾘ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  3:02.32 (  0.61)

1:29.69

8 1/2 津嶋　笑満花 日本体育大学 大
ﾂｼﾏ ｴﾐｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  3:03.01 (  0.64)

1:30.20

9 2/8 吉澤　柚衣 日本体育大学 大
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  3:03.07 (  0.69)

1:27.70

10 1/3 吉田　絢香 神奈川大学 大
ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  3:03.95 (  0.70)

1:25.12

11 1/7 松元　愛海 早稲田大学 大
ﾏﾂﾓﾄ ｱｲﾐ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  3:06.18 (  0.68)

1:27.23

12 2/7 内田　早紀 日本体育大学 大
ｳﾁﾀﾞ ｻｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  3:10.82 (  0.65)

1:21.37

13 1/5 中村　萌夏 日本体育大学 大
ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  3:11.99 (  0.69)

1:30.47

1/6 菊地　琴梨 順天堂大学 大
ｷｸﾁ ｺﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ 失格
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第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  1:00.39
競技No. : 33 女子  100m 自由形 タイム決勝 大会記録  1:04.01

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

1 12/2 熊木　春乃 日本体育大学 大
ｸﾏｷ ﾊﾙﾉ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:09.54 (  0.81)

2 11/5 平井　葉子 日本大学 大
ﾋﾗｲ ﾊｺ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:09.96 (  0.73)

3 12/5 川隅　由貴 日本体育大学 大
ｶﾜｽﾐ ﾕｳｷ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:10.83 (  0.89)

4 12/4 高橋　麗那 東海大学湘南 大
ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:10.98 (  0.74)

5 11/4 大矢　幸恵 日本体育大学 大
ｵｵﾔ ﾕｷｴ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:12.76 (  0.75)

6 11/1 谷本　栞乃 日本体育大学 大
ﾀﾆﾓﾄ ｼｵﾘ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:13.76 (  0.78)

7 9/1 管谷　帆那 神奈川大学 大
ｽｶﾞﾔ ﾊﾝﾅ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲｶﾞｸ  1:14.91 (  0.91)

8 2/8 井田　希々佳 東海大学湘南 大
ｲﾀﾞ ﾉﾉｶ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:15.78 (  1.04)

9 7/3 石井　友唯 日本体育大学 大
ｲｼｲ ﾕｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:16.23 (  0.89)

10 10/6 髙橋　みなみ 仙台大学 大
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:16.52 (  0.90)

11 6/1 桑名　君佳 慶應義塾大学 大
ｸﾜﾅ ｷﾐｶ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:16.76 (  0.97)

12 12/7 駒谷　帆香 順天堂大学 大
ｺﾏﾔ ﾎﾉｶ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:17.45 (  0.92)

13 11/7 小林　海咲 日本女子体育 大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ ﾆﾎﾝｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞ  1:17.52 (  0.82)

14 11/6 山田　結 日本体育大学 大
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:18.18 (  0.69)

15 7/8 石野田　凛 日本体育大学 大
ｲｼﾉﾀﾞ ﾘﾝ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:18.66 (  1.00)
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16 8/7 徳嶺　仁美 日本体育大学 大
ﾄｸﾐﾈ ﾋﾄﾐ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:18.86 (  1.01)

17 12/8 加賀谷　美羽 日本体育大学 大
ｶｶﾞﾔ ﾐﾊﾈ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:19.27 (  0.87)

18 9/8 加藤　愛 順天堂大学 大
ｶﾄｳ ﾏﾅ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:19.57 (  0.94)

19 3/4 上村　向日葵 東海大学湘南 大
ｶﾐﾑﾗ ﾋﾏﾘ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:19.62 (  0.87)

20 11/2 大熊　美咲 東海大学湘南 大
ｵｵｸﾏ ﾐｻｷ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:20.04 (  0.93)

21 1/6 山﨑　果音 法政大学 大
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾉﾝ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:20.49 (  0.94)

22 10/1 佐々木　莉子 東京女子体育 大
ｻｻｷ ﾘｺ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:20.55 (  1.06)

23 1/4 酒井　紫帆 東海大学湘南 大
ｻｶｲ ｼﾎ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:20.76 (  0.89)

24 10/2 堀江　彩奈 東京女子体育 大
ﾎﾘｴ ｱﾔﾅ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:21.07 (  0.92)

25 4/7 亀澤　麗 成蹊大学 大
ｶﾒｻﾞﾜ ﾚｲ ｾｲｹｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:21.18 (  0.94)

26 8/2 金子　彩紀 東海大学湘南 大
ｶﾈｺ ｻｷ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:21.41 (  0.92)

27 1/5 渡邊　桜優 東海大学湘南 大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:21.43 (  0.89)

28 7/5 鈴木　七海 東京女子体育 大
ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:21.49 (  1.16)

29 12/1 菊地　琴梨 順天堂大学 大
ｷｸﾁ ｺﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:21.77 (  1.06)

30 10/5 神庭　愛 日本体育大学 大
ｶﾐﾆﾜ ｱｲ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:22.14 (  0.65)
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31 5/7 鵜木　海緒 筑波大学 大
ｳﾉｷ ﾐｵ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:22.45 (  0.83)

32 10/7 尾島　みさき 早稲田大学 大
ｵｼﾞﾏ ﾐｻｷ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:22.54 (  0.89)

33 9/5 久木　翠 東海大学静岡 大
ﾋｻｷ ﾐﾄﾞﾘ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:22.80 (  0.91)

34 10/3 吉岡　優希 早稲田大学 大
ﾖｼｵｶ ﾕｷ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:22.88 (  0.97)

35 2/3 江田　望実 国士舘大学 大
ｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.01 (  1.08)

36 6/8 光藤　果歩 慶應義塾大学 大
ﾐﾂﾄﾞｳ ｶﾎ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.15 (  0.87)

37 4/5 久下谷　花音 日本体育大学 大
ｸｶﾞﾔ ﾊﾅﾈ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.36 (  1.09)

38 9/7 髙橋　かのん 日本体育大学 大
ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.37 (  1.02)

39 11/8 鈴木　日奈子 成城大学 大
ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.38 (  0.95)

40 2/5 奥野　結実 慶應義塾大学 大
ｵｸﾉ ﾕﾐ ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.66 (  1.05)

41 6/7 田畑　有香 青山学院大学 大
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｶ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:23.72 (  1.01)

42 5/1 鈴木　悠花 日本大学 大
ｽｽﾞｷ ﾕｶ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:24.04 (  0.85)

43 4/8 渡辺　菜瑠真 東海大学湘南 大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ  1:24.79 (  1.02)

44 11/3 鹿取　初姫 国士舘大学 大
ｶﾄﾘ ﾊﾂｷ ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:24.92 (  0.98)

45 9/4 浅見　知沙 東京女子体育 大
ｱｻﾐ ﾁｻ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:25.57 (  0.96)
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46 6/3 中野　飛奈 日本体育大学 大
ﾅｶﾉ ﾋﾅ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:26.06 (  0.97)

47 9/2 橋本　結花 東京女子体育 大
ﾊｼﾓﾄ ﾕｲｶ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:26.53 (  0.88)

48 9/3 小山　留奈 日本大学 大
ｺﾔﾏ ﾙﾅ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:26.62 (  0.73)

49 4/4 小川　笑子 日本体育大学 大
ｵｶﾞﾜ ｴｺ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:26.63 (  0.94)

50 3/3 輿石　晴歩 法政大学 大
ｺｼｲｼ ﾊﾙﾎ ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ  1:27.08 (  0.87)

51 5/6 中村　凜南 成城大学 大
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:27.34 (  0.81)

52 4/3 村尾　美海 青山学院大学 大
ﾑﾗｵ ﾐｳ ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:28.20 (  0.98)

53 5/8 八島　侑里 拓殖大学 大
ﾔｼﾏ ﾕﾘ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ  1:28.48 (  1.12)

54 10/8 木村　瑞希 筑波大学 大
ｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ  1:28.58 (  0.80)

55 5/5 玉川　舞佳 順天堂大学 大
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾏｲｶ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:28.92 (  0.82)

56 8/8 倉内　優奈 東京女子体育 大
ｸﾗｳﾁ ﾕﾅ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:29.00 (  1.22)

57 5/4 吉村　莉衣子 国際基督教大学 大
ﾖｼﾑﾗ ﾚｲｺ ｺｸｻｲｷﾘｽﾄｷｮｳﾀﾞｲｶﾞ  1:29.29 (  0.99)

58 3/6 波多野　真帆 東海大学静岡 大
ﾊﾀﾉ ﾏﾎ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:29.50 (  1.06)

59 7/4 塩谷　桃子 東京女子体育 大
ｼｵﾔ ﾓﾓｺ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:29.52 (  1.11)

60 6/2 世羅　結菜 東京女子体育 大
ｾﾗ ﾕｳﾅ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:29.92 (  1.09)
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61 5/3 神田　萌花 順天堂大学 大
ｶﾝﾀﾞ ﾓｴｶ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:30.98 (  0.96)

62 7/2 下川　蘭 東京女子体育 大
ｼﾓｶﾜ ﾗﾝ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ  1:31.38 (  1.00)

63 8/4 追川　那瑠弥 順天堂大学 大
ｵｲｶﾜ ﾅﾙﾐ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:31.63 (  1.11)

64 3/7 榎本　裕子 東海大学静岡 大
ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｺ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:31.65 (  1.07)

65 3/2 島倉　遥乃 東海大学静岡 大
ｼﾏｸﾗ ﾊﾙﾉ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:31.70 (  0.91)

66 1/3 菅井　美希 日本大学 大
ｽｶﾞｲ ﾐｷ ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ  1:36.51 (  1.13)

67 2/6 後野　百香 順天堂大学 大
ｳｼﾛﾉ ﾓﾓｶ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:38.81 (  0.88)

68 4/6 島本　夏凜 順天堂大学 大
ｼﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:41.99 (  0.94)

69 2/4 小坂　瑞葵 東海大学静岡 大
ｺｻｶ ﾐｽﾞｷ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｽﾞｵｶ  1:43.80 (  1.18)

70 2/2 林　佳実 順天堂大学 大
ﾊﾔｼ ﾖｼﾐ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:43.94 (  1.00)

71 2/7 野口　璃流 順天堂大学 大
ﾉｸﾞﾁ ﾘﾙ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:48.77 (  0.98)

72 4/2 島田　弥子 順天堂大学 大
ｼﾏﾀﾞ ﾐｺ ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ  1:58.14 (  1.01)

10/4 山本　万璃愛 日本体育大学 大
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｱ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

12/3 木下　莉里愛 明治学院大学 大
ｷﾉｼﾀ ﾘﾘｱ ﾒｲｼﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

2/1 輪島　由佳 東海大学湘南 大
ﾜｼﾞﾏ ﾕｶ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸｼｮｳﾅﾝｺ 失格
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8/5 菊永　梨々香 上智大学 大
ｷｸﾅｶﾞ ﾘﾘｶ ｼﾞｮｳﾁﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

5/2 岡本　真佑奈 拓殖大学 大
ｵｶﾓﾄ ﾏﾕﾅ ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲｶﾞｸ 失格

3/1 森　野々花 早稲田大学 大
ﾓﾘ ﾉﾉｶ ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

3/5 田澤　優夏 日本体育大学 大
ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｶ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

3/8 武内　七海 杏林大学 大
ﾀｹｳﾁ ﾅﾅﾐ ｷｮｳﾘﾝﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

4/1 佐川　陽香 筑波大学 大
ｻｶﾞﾜ ﾊﾙｶ ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

6/4 土田　すみれ 東京女子体育 大
ﾂﾁﾀﾞ ｽﾐﾚ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 棄権

6/5 大木　美空 東京女子体育 大
ｵｵｷ ﾐｸ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 棄権

6/6 古徳　遥 東京女子体育 大
ｺﾄｸ ﾊﾙｶ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 棄権

7/1 風戸　希美 日本体育大学 大
ｶｻﾞﾄ ﾉｿﾞﾐ ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

7/6 爲田　樹里 東京女子体育 大
ﾀﾒﾀ ｼﾞｭﾘ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 棄権

7/7 永野　華乃 東京女子体育 大
ﾅｶﾞﾉ ｶﾉ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 棄権

8/1 篠塚　紗希 東京女子体育 大
ｼﾉﾂｶ ｻｷ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 棄権

8/3 今井　柚歩 成城大学 大
ｲﾏｲ ﾕｽﾞﾎ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権

8/6 宮田　果絵 成城大学 大
ﾐﾔﾀ ｶｴ ｾｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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第14回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権
ジャパンオープン2022
静岡県富士市

日本記録  1:00.39
競技No. : 33 女子  100m 自由形 タイム決勝 大会記録  1:04.01

大学

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 学年 記録

50m

9/6 薗部　葉月 東京女子体育 大
ｿﾉﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ ﾄｳｷｮｳｼﾞｮｼﾀｲｲｸﾀﾞｲ 棄権

12/6 池田　葵 中央大学 大
ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸ 棄権
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