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スタートリスト

競技No. 29 女子    200m   自由形   予選   6組 世界記録  1:56.64
日本記録  1:58.78

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2
3 649 越智麻菜美 ｵﾁ ﾏﾅﾐ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
4 446 佐藤　汐里 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 64 小野　友愛 ｵﾉ ﾄﾓｴ コナミ所沢 ｺﾅﾐﾄｺﾛｻﾞ 高1
6 666 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
7
8

2組
1 216 遠藤美裕紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ ＧＳアサオ GSｱｻｵ 大3
2 71 内田　麻美 ｳﾁﾀﾞ ｱｻﾐ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高1
3 692 飯岡　玉貴 ｲｲｵｶ ﾀﾏｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大2
4 53 小野口由夏 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｶ イトマン大宮 ｵｵﾐﾔｲﾄﾏﾝ 高1
5 309 中坂　由佳 ﾅｶｻｶﾕｶ イトマン堺 ｲﾄﾏﾝｻｶｲ 高2
6 632 河合　宝江 ｶﾜｲ ﾄﾐｴ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
7 582 西塔　侑佳 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
8 459 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2

3組
1 314 山本　愛実 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ コスパ瓢箪山 COSPA 大3
2 557 杉田　　好 ｽｷﾞﾀ ﾖｼﾐ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
3 397 小野　智子 ｵﾉ ｻﾄｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
4 640 越智麻土香 ｵﾁ ﾏﾄﾞｶ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
5 586 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
6 327 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ コナミ東加古 ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 高1
7 332 藤嶋　彩香 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 武庫之荘ＳＳ ﾑｺﾉｿｳSS 大1
8 283 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ イトマン京都 ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 中3

4組
1 349 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 美作高校 ﾐﾏｻｶｺｳｺｳ 高1
2 268 若浪　和希 ﾜｶﾅﾐ ｶｽﾞｷ 津アサヒＳＳ ﾂｱｻﾋSS 高2
3 539 三田　真希 ﾐﾀ ﾏｷ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
4 334 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ コナミ西日本 ｺﾅﾐﾆｼﾆﾎﾝ 大1
5 84 大倉亜希奈 ｵｵｸﾗ ｱｷﾅ 柏洋・柏 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 大3
6 4 郡山　奈々 ｺｵﾘﾔﾏ ﾅﾅ ユースポーツ ﾕｰｽﾎﾟｰﾂ 高3
7 174 水島　　茜 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｶﾈ アクアマリン ｱｸｱﾏﾘﾝ 大4
8 197 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 桐蔭学園 ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高2

5組
1 363 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ ＯＫＳＳ OKSS 高2
2 198 渡会　明子 ﾜﾀﾗｲ ｱｷｺ 桐蔭学園 ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高3
3 181 柴田　亜衣 ｼﾊﾞﾀ ｱｲ Ｔａｒｅｎａ ﾁｰﾑarena
4 153 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ セ・池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高3
5 685 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大2
6 588 松金　祥子 ﾏﾂｶﾞﾈ ｻﾁｺ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀﾌｸ 大1
7 390 吉村　裕美 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾐ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
8 60 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ コナミ狭山 ｺﾅﾐｻﾔﾏ 大4

Page: 1/2 Printing: 2005/04/19 10:55:30

加　盟

学九州
学関東
学関東
埼  玉

徳  島
神奈川
東  京
東  京

千  葉
宮  城
東  京
神奈川

岡  山
三  重
学関東
兵  庫

学関東
兵  庫
兵  庫
京  都

大  阪
学関東
学関東
学関西

大  阪
学関西
学関東
学関東

神奈川
埼  玉
学九州
埼  玉

埼  玉
学九州

学関西
学関東



第81回(2005年度)日本選手権水泳競技大会            
                                                  
横浜国際プール                                    

スタートリスト

競技No. 29 女子    200m   自由形   予選   6組 世界記録  1:56.64
日本記録  1:58.78

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 512 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
2 106 阿部　由佳 ｱﾍﾞ ﾕｳｶ ユアーＳＣ ﾕｱｰSC 大1
3 341 笹谷　奈未 ｻｻﾀﾆ ﾅﾐ 和歌山北高校 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高3
4 138 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ 東京ＳＣ ﾄｳｷｮｳSC 高2
5 398 新槙香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
6 694 本村　真弓 ﾓﾄﾑﾗ ﾏﾕﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大4
7 594 鎌田　千絋 ｶﾏﾀ ﾁﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
8 295 小林　悠媛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｴﾝ イトマン ｲﾄﾏﾝ 大1
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