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スタートリスト

競技No. 68 女子     50m   自由形   予選   7組 世界記録    24.13
日本記録    25.14

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 637 山本みどり ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾄﾞﾘ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
3 216 遠藤美裕紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ ＧＳアサオ GSｱｻｵ 大3
4 248 向畦地英美 ﾑｶｲｱｾﾞﾁ ｴﾐ 北陸大谷高校 ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高3
5 636 小林　真衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 関西学院大 ｶﾝｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
6 508 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
7
8

2組
1 151 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ セ・池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 高2
2 78 石田　彩紀 ｲｼﾀﾞ ｱｷ セ・津田沼 ｾ･ﾂﾀﾞﾇﾏ 高1
3 60 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ コナミ狭山 ｺﾅﾐｻﾔﾏ 大4
4 371 横尾　　彩 ﾖｺｵ ｱﾔ ＪＳＳ姪浜 JSSﾒｲﾉﾊﾏ 高1
5 15 佐藤　咲季 ｻﾄｳ ｻｷ プラスワン ﾌﾟﾗｽﾜﾝ 中3
6 398 新槙香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
7 114 原　さやか ﾊﾗ ｻﾔｶ イトマ東伏見 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 高3
8 670 内川由香里 ｳﾁｶﾜ ﾕｶﾘ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2

3組
1 322 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 市立尼崎高校 ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高2
2 459 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
3 353 神谷　明子 ｶﾐﾀﾆ ｱｷｺ 府中ＳＣ ﾌﾁｭｳSC 高1
4 460 中山　仁美 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
5 105 鈴木佐弥子 ｽｽﾞｷ ｻﾔｺ 東金インター ﾄｳｶﾞﾈｲﾝﾀ
6 687 植田富祐美 ｳｴﾀﾞ ﾌﾕﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大1
7 666 長井　夢香 ﾅｶﾞｲ ﾕﾒｶ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
8 334 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

4組
1 293 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高1
2 663 山下　祐芽 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾒ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
3 667 椿　　杏澄 ﾂﾊﾞｷ ｱｽﾞﾐ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大3
4 479 佐々木加奈恵 ｻｻｷ ｶﾅｴ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大3
5 569 杉本　雪華 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｶ 東北学院大 T･G･U 大2
6 1 小原　瞳美 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾅﾐ イトマン札幌 ｻｯﾎﾟﾛｲﾄﾏ 中1
7 623 福地　尚美 ﾌｸﾁ ﾅｵﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
8 570 柏谷　悠紀 ｶｼﾜﾔ ﾕｳｷ 東北学院大 T･G･U 大2

5組
1 232 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ フィッツＳＣ ﾌｨｯﾂSC 高1
2 305 柴谷　利奈 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾘﾅ よみうりＳＳ ﾖﾐｳﾘSS 高2
3 475 佐藤　花恵 ｻﾄｳ ﾊﾅｴ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大2
4 242 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 上越ＡＳＣ ｼﾞｮｳｴASC
5 656 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
6 37 湯本　　杏 ﾕﾓﾄ ｱﾝ イトマン安中 ｲﾄﾏﾝｱﾝﾅｶ 高3
7 213 佐々木純子 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｺ イトマン横浜 ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ 大3
8 691 渡辺　瑞歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞﾎ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀ 大3
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6組
1 28 中嶋美保子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎｺ 群馬ＳＳ ｸﾞﾝﾏSS 大3
2 300 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高2
3 543 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大4
4 254 宣　　蘇恩 ｿﾝ ｿｳﾝ とこはＳＳ ﾄｺﾊSS 高2
5 505 水落　夏海 ﾐｽﾞｵﾁ ﾅﾂﾐ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
6 164 喜多　　恵 ｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 大3
7 165 青木　　慧 ｱｵｷ ｹｲ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 高3
8 363 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ ＯＫＳＳ OKSS 高2

7組
1 201 佐々木祐子 ｻｻｷ ﾕｳｺ ウオタメイツ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 大1
2 153 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
3 344 辻　絵里奈 ﾂｼﾞ ｴﾘﾅ カツラギＳＳ ｶﾂﾗｷﾞｽｲﾐ
4 166 内藤　　薫 ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 東京ドーム T.ﾄﾞｰﾑ 大1
5 350 山田　　香 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 岡山県水連 ｵｶﾔﾏｹﾝｽｲ
6 453 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅﾂｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
7 547 中辻　　梓 ﾅｶﾂｼﾞ ｱｽﾞｻ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大3
8 594 鎌田　千絋 ｶﾏﾀ ﾁﾋﾛ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
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