
第46回日本短水路選手権水泳競技大会                
                                                  
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No. 65 女子    100m   バタフライ   予選   6組 世界記録    56.55
競技                

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2
3 46 吉田　沙記 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 埼玉栄 ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高3
4 84 田中　梨緒 ﾀﾅｶ ﾘｵ セ・浦安 ｾ･ｳﾗﾔｽ 高2
5 297 鞍田　香奈 ｸﾗﾀ ｶﾅ コナミ東加古 ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 中3
6
7
8

2組
1 559 小林　真衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
2 196 大熊　杏奈 ｵｵｸﾏ ｱﾝﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中3
3 390 上利　　藍 ｱｶﾞﾘ ｱｲ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
4 218 秋山　夏希 ｱｷﾔﾏ ﾅﾂｷ 甲府ＳＳ ｺｳﾌSS 中1
5 342 高橋　典子 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
6 126 三浦　康子 ﾐｳﾗ ﾔｽｺ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 大2
7 269 眞継奈緒子 ﾏﾂｸﾞ ﾅｵｺ セ・太秦 ｾ･ｳｽﾞﾏｻ 中3
8

3組
1 449 北田　麻子 ｷﾀﾀﾞ ｱｻｺ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
2 193 難波　　梓 ﾅﾝﾊﾞ ｱｽﾞｻ のぼりとＳＣ ﾉﾎﾞﾘﾄSC 大3
3 399 村上　真悠 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾕ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
4 220 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ フィッツＳＣ ﾌｨｯﾂSC 高2
5 57 浅井　晴菜 ｱｻｲ ﾊﾙﾅ イ大教大宮東 ｲﾀﾞｲｷｮｳﾋ 高3
6 625 KOWN YOU RI Kown You-Ri ＫＯＲ KOR
7 92 竹内芽ぐみ ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 柏洋・柏 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 大3
8 306 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ ＫＯＮＡＭＩ KONAMI 高3

4組
1 417 根岸　茉美 ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
2 262 林　　里奈 ﾊﾔｼ ﾘﾅ 日花園ＳＣ ﾆｯｶｴﾝSC 高2
3 639 L.COSTER Coster Liz ＮＺＬ NZL
4 309 矢野友理江 ﾔﾉ ﾕﾘｴ ＫＯＮＡＭＩ KONAMI 高1
5 282 中西　悠子 ﾅｶﾆｼ ﾕｳｺ 枚方ＳＳ ﾋﾗｶﾀSS
6 451 宮竹　由紀 ﾐﾔﾀｹ ﾕｷ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
7 578 上島　美香 ｳｴｼﾞﾏ ﾐｶ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
8 90 重田智絵美 ｼｹﾞﾀ ﾁｴﾐ 柏洋・柏 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 大1

5組
1 653 CHENG WAN JUNG Cheng Wan-Ju ＴＰＥ TPE
2 223 押味　正恵 ｵｼﾐ ﾏｻｴ ＪＳＳ長岡 JSSﾅｶﾞｵｶ 大1
3 478 吉谷　玲奈 ﾖｼﾀﾆ ﾚｲﾅ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
4 34 渡邉　　梢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｽﾞｴ 群馬渋川ＳＳ ｼﾌﾞｶﾜSS 高3
5 290 黒木　綾乃 ｸﾛｷ ｱﾔﾉ ＪＳＳ柏原 JSSｶｼﾜﾗ 高3
6 404 八田　裕美 ﾊｯﾀ ﾕﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
7 205 殿岡　智己 ﾄﾉｵｶ ﾄﾓﾐ イトマン横浜 ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 高2
8 255 加藤　ゆか ｶﾄｳ ﾕｶ ＢＯＸ豊川 BOXﾄﾖｶﾜ 高3
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6組
1 652 YANG CHIN KUEI Yang Chin-Ku ＴＰＥ TPE
2 610 GAO CHANG Gao Chang ＣＨＮ CHN
3 440 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
4 174 土肥亜也子 ﾄﾞｲ ｱﾔｺ コナミ東日本 ｺﾅﾐﾋｶﾞｼﾆ
5 613 JIANG WENJING Jing Wenjing ＣＨＮ CHN
6 283 佐々木　恵 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 枚方ＳＳ ﾋﾗｶﾀSS 高3
7 583 堀家　未央 ﾎﾘｹ ﾐｵ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
8 518 川　　依里 ｶﾜ ｴﾘ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
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