
第56回日本選手権（25ｍ）水泳競技大会
　　　　　　　　　　　　　　種目別競技結果　　　　　　　　　　　女子

　　　　　　　　

順位 氏名 所属 学年 記録 順位 氏名 所属 学年 記録

1 内田　美希 東洋大 大2 24.43 1 諸貫　瑛美 筑波大 大4 27.17

2 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中2 24.92 2 酒井　志穗 ミキハウス 27.24

3 松本　弥生 ミキハウス 25.15 3 小林　江舞 コナミ 大2 27.40

4 山根　優衣 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 大2 25.29 4 森　万柚子 中京大 大2 27.47

5 青木　智美 ATSC.YW 大2 25.46 5 竹迫　麻澄 山梨学院大 大3 27.50

6 細田　梨乃 コナミ 大1 25.51 6 赤瀬紗也香 日本体育大 大1 27.56

7 埜下左知代 日本体育大 大2 25.58 7 酒井　夏海 ｽｳｨﾝ南越谷 中1 27.74

8 田辺　詔子 コナミ 大3 25.59 8 中村　桃子 法政大 大3 27.96

順位 氏名 所属 学年 記録 順位 氏名 所属 学年 記録

1 内田　美希 東洋大 大2 52.69 NR 1 赤瀬紗也香 日本体育大 大1 57.65

2 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中2 53.86 JR 2 諸貫　瑛美 筑波大 大4 57.89

3 青木　智美 ATSC.YW 大2 54.21 3 竹迫　麻澄 山梨学院大 大3 58.33

4 松本　弥生 ミキハウス 54.29 4 高橋　美紀 中京大 大1 59.07

5 山根　優衣 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 大2 54.93 5 酒井　志穗 ミキハウス 59.20

6 佐藤　　綾 新潟医福大 大2 55.07 6 中村　桃子 法政大 大3 59.37

7 持田　早智 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 中3 55.27 7 森　万柚子 中京大 大2 59.58

8 田尾優里香 日本体育大 大3 55.64 8 齋藤ゆり子 スウィン館林 高3 59.85

順位 氏名 所属 学年 記録 順位 氏名 所属 学年 記録
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順位 氏名 所属 学年 記録 順位 氏名 所属 学年 記録

1 五十嵐千尋 日本体育大 大1 1:55.59 1 赤瀬紗也香 日本体育大 大1 2:04.34

2 青木　智美 ATSC.YW 大2 1:55.97 2 齋藤ゆり子 スウィン館林 高3 2:06.82

3 宮本　靖子 東洋大 大2 1:56.63 3 神村万里恵 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 大2 2:06.10

4 瀧口　真帆 中央大 大2 1:56.93 4 川除　結花 日本体育大 大3 2:08.07

5 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中2 1:55.92 JR 5 高橋　美紀 中京大 大1 2:08.13

6 持田　早智 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 中3 1:57.25 6 山下　安輝 山梨学院大 大3 2:08.29

7 田尾優里香 日本体育大 大3 1:59.20 7 杉山　華彩 とこはSS 高1 2:08.88

8 木村　美咲 日本女子体大 大2 2:00.23 8 後藤真由子 神奈川大 大1 2:09.76

順位 氏名 所属 学年 記録 順位 氏名 所属 学年 記録

1 五十嵐千尋 日本体育大 大1 4:00.89 1 小林明日香 筑波大 大4 30.87

2 菊池　優奈 東洋大 大1 4:07.29 2 渡部香生子 JSS立石 高3 31.06

3 岩永　美里 ATSC.YW 4:09.96 3 浜野　麻綾 法政大 大3 31.16

4 地田　麻未 東洋大 大3 4:10.66 4 鷲野　萌香 中京大 大3 31.18

5 瀧口　真帆 中央大 大2 4:08.79 5 埜下左知代 日本体育大 大3 31.28

6 松浦　由佳 山梨学院大 大2 4:09.75 6 髙﨑　有紀 横浜YMCA 高3 31.32

7 露内　若葉 東洋大 大1 4:10.45 7 金藤　理絵 Jaked 31.38

8 吉岡　理沙 ニッシンSS 大1 4:10.69 8 宮坂　倖乃 コナミ北浦和 中2 31.52

順位 氏名 所属 学年 記録 順位 氏名 所属 学年 記録

1 菊池　優奈 東洋大 大1 8:24.35 1 松島　美菜 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 1:05.72

2 森山　幸美 豊川高校 高3 8:29.13 2 金藤　理絵 Jaked 1:06.24

3 地田　麻未 東洋大 大3 8:30.44 3 今井　　月 Japan 中2 1:06.62

4 松浦　由佳 山梨学院大 大2 8:31.15 4 浜野　麻綾 法政大 大3 1:06.84

5 岩永　美里 ATSC.YW 8:35.94 5 小林明日香 筑波大 大4 1:06.88

6 谷口　憂羅 コナミ高崎 高3 8:37.54 6 鈴木　聡美 ミキハウス 1:07.05

7 吉岡　理沙 ニッシンSS 大1 8:37.84 7 青木玲緒樹 東洋大 大2 1:07.71

8 和田　麻里 中京大 大2 8:38.55 8 照喜納志帆 南海DC 高3 1:07.80
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順位 氏名 所属 学年 記録 順位 氏名 所属 学年 記録

1 金藤　理絵 Jaked 2:19.18 1 渡部香生子 JSS立石 高3 2:08.50

2 今井　　月 Japan 中2 2:21.02 2 上田奈美希 イトマン 大3 2:09.77

3 青木玲緒樹 東洋大 大2 2:21.61 3 樋口　恵夢 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 高3 2:10.77

4 赤石　咲乃 ピュア大和 高1 2:23.59 4 福田　智代 コナミ 2:11.35

5 齋藤　咲恵 豊川高校 高1 2:24.67 5 牧野　紘子 東京ドーム 中3 2:10.96

6 福留　尚子 ミズノ 2:23.77 6 山口　真奈 東洋大 大3 2:11.56

7 浜野　麻綾 法政大 大3 2:25.16 7 大橋　悠依 東洋大 大1 2:11.67

8 服部　友香 JSS八王子 大1 2:25.28 8 岩嵜有加里 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 大3 2:12.44

順位 氏名 所属 学年 記録 順位 氏名 所属 学年 記録

1 池江璃花子 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 中2 26.25 1 露内　若葉 東洋大 大1 4:35.47

2 細田　梨乃 コナミ 大1 26.36 2 大塚　美優 Japan 大2 4:35.54

3 黒木満佐子 中央大 大3 26.51 3 谷口　憂羅 コナミ高崎 高3 4:35.75

4 藪　　仁美 日本女子体大 大3 26.86 4 山口　真奈 東洋大 大3 4:37.78

4 山根　優衣 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 大2 26.86 5 牧野　紘子 東京ドーム 中3 4:38.23

6 永井　栞歩 星田SS 大2 26.88 6 松尾　美鈴 神奈川大 大3 4:38.67

7 江田　佳子 国士舘大 大3 26.91 7 樋口　恵夢 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 高3 4:39.72

8 播磨　季美 日本体育大 大3 27.02 8 岩嵜有加里 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 大3 4:41.64

順位 氏名 所属 学年 記録
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順位 氏名 所属 学年 記録

1 細田　梨乃 コナミ 大1 58.02

2 渡辺　耶唯 神奈川大 大4 58.90

3 田村　美紅 早稲田大 大2 58.81

4 長谷川涼香 東京ドーム 中3 58.84

5 藪　　仁美 日本女子体大 大3 58.87

6 黒木満佐子 中央大 大3 59.22

7 清水　香菜 日本体育大 大3 59.30

8 坂口　詩穏 五百木SC 中3 59.41

順位 氏名 所属 学年 記録

1 中野　未夢 アクシー東 高2 2:05.75

2 渡辺　耶唯 神奈川大 大4 2:07.74

3 加藤　由佳 アシスト 高2 2:07.93

4 藪　　美涼 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 高3 2:08.37

5 嶋村　亜美 中京大 大3 2:09.03

6 清水　香菜 日本体育大 大3 2:09.23

7 西　　彩乃 日本体育大 大2 2:09.35

8 小西　伶実 神奈川大 大2 2:09.61

順位 氏名 所属 学年 記録

1 渡部香生子 JSS立石 高3 59.57

2 福田　智代 コナミ 1:00.45

3 上田奈美希 イトマン 大3 1:00.26

4 樋口　恵夢 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 高3 1:00.60

5 牧野　紘子 東京ドーム 中3 1:01.22

6 埜下左知代 日本体育大 大3 1:01.35

7 田村　美紅 早稲田大 大2 1:01.52

8 大橋　悠依 東洋大 大1 1:02.30

100ｍ　個人メドレー

200m バタフライ
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