
第48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.  1 女子    200m   自由形   予選   6組 世界記録  1:53.29
競技                日本記録  1:56.58

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2 907 M.NAY M.NAY ＡＵＳ AUS
3 918 N.JUNKRAJANG N.JUNKRAJANG ＴＨＡ THA
4 275 家崎なつ子 ｲｴｻｷ ﾅﾂｺ 尾鷲高校 ｵﾜｾｺｳｺｳ 高3
5 382 村上麻里也 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾘﾔ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
6 333 丸山里佳子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｶｺ 神鉄ＳＳ ｼﾝﾃﾂSS 高1
7
8

2組
1 55 山岸　奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ イトマン埼玉 ｲﾄﾏﾝｻｲﾀﾏ 高1
2 334 上田　梨奈 ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ 武庫之荘ＳＳ ﾑｺﾉｿｳSS 高2
3 327 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ KONAMI東加古 ｺﾅﾐﾋｶﾞｼｶ 高2
4 166 藤野　舞子 ﾌｼﾞﾉ ﾏｲｺ キャラノ ｷｬﾗﾉ
5 134 山﨑　美里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻﾄ セ・池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 中3
6 335 藤嶋　彩香 ﾌｼﾞｼﾏ ｱﾔｶ 武庫之荘ＳＳ ﾑｺﾉｿｳSS 大2
7 302 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ イトマン ｲﾄﾏﾝ 高1
8 253 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 飛龍高校 ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高2

3組
1 306 宮城  紗姫 ﾐﾔｷﾞ ｻｷ 菊水ＳＳ ｷｸｽｲ 高1
2 138 内野　怜菜 ｳﾁﾉ ﾚｲﾅ セ・池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 中2
3 200 松田　仁美 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾄﾐ OahuClub綱島 OahuClub
4 557 菅谷真理子 ｽｶﾞﾔ ﾏﾘｺ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3
5 57 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2
6 50 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2
7 595 山田　千夏 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
8 310 小川    栞 ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 初芝ＳＳ ﾊﾂｼﾊﾞSS 中2

4組
1 583 鶴見　　舞 ﾂﾙﾐ ﾏｲ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大2
2 133 桜沢ライラ ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾗｲﾗ セ・池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 中2
3 350 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ ＯＫＳＳ OKSS 高3
4 909 A.EVATT-DAVEY A.EVATT-DAVE ＡＵＳ AUS
5 435 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 185 岩﨑　　優 ｲﾜｻｷ ﾕｳ アクラブ藤沢 AQLUB FJ 大2
7 116 眞弓　祐子 ﾏﾕﾐ ﾕｳｺ 田柄ＳＣ ﾀｶﾞﾗSC 中3
8 547 大川　紗代 ｵｵｶﾜ ｻﾖ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1

5組
1 679 澤田　　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
2 204 伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 ｾﾝﾄﾗﾙﾖｺﾊ 中1
3 670 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3
4 818 浦部　紀衣 ｳﾗﾍﾞ ﾉﾘｴ ＪＡＰＡＮ JAPAN 大2
5 819 三田　真希 ﾐﾀ ﾏｷ ＪＡＰＡＮ JAPAN
6 440 渡辺　沙香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔｶ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
7 404 竹原　久美 ﾀｹﾊﾗ ｸﾐ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大3
8 312 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 枚方ＳＳ ﾋﾗｶﾀSS 高2
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第48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.  1 女子    200m   自由形   予選   6組 世界記録  1:53.29
競技                日本記録  1:56.58

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 906 M.GORMAN M.GORMAN ＡＵＳ AUS
2 924 NIEH.P NIEH.P ＴＰＥ TPE
3 88 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ ユアーＳＣ ﾕｱｰSC
4 820 上田　春佳 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｶ ＪＡＰＡＮ JAPAN 高3
5 922 YANG.C YANG.C ＴＰＥ TPE
6 176 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 桐蔭学園高校 ﾄｳｲﾝｺｳｺｳ 高3
7 680 郡山　奈々 ｺｵﾘﾔﾏ ﾅﾅ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
8 11 一ノ関和羽 ｲﾁﾉｾｷ ｶｽﾞﾊ ＪＳＳ秋田 JSSｱｷﾀ 大2
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