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スタートリスト

競技No. 19 女子    800m   自由形   タイム決勝   4組 世界記録  8:11.25
競技                日本記録  8:13.35

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 189 高田樹里亜 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ KONAMI林間 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 中3
2 31 赤井　美穂 ｱｶｲ ﾐﾎ 群馬藤岡ＳＳ ﾌｼﾞｵｶ 高1
3 542 吉川　元子 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 94 作道　　舞 ﾂｸﾘﾐﾁ ﾏｲ 藤村女子高 ﾌｼﾞﾑﾗ 高1
5 314 甲斐　成美 ｶｲ ﾅﾙﾐ コスパ瓢箪山 COSPA 高2
6 344 春名　鮎美 ﾊﾙﾅ ｱﾕﾐ 美作 ﾐﾏｻｶ 高2
7 330 中塚　　望 ﾅｶﾂｶ ﾉｿﾞﾐ Ｎａｌｌ Nall 中2
8 402 柴崎　愛子 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｱｲｺ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4

2組
1 310 小川    栞 ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 初芝ＳＳ ﾊﾂｼﾊﾞSS 中2
2 22 森　　温美 ﾓﾘ ｱﾂﾐ Ｆ－ＢＩＧ F-BIG 高3
3 117 海老沼　忍 ｴﾋﾞﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ ＪＳＳ立石 JSSﾀﾃｲｼ 中3
4 313 岩井　佳苗 ｲﾜｲ ｶﾅｴ コスパ瓢箪山 COSPA 大3 棄権
5 537 吉村　志保 ﾖｼﾑﾗ ｼﾎ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
6 102 山中　　薫 ﾔﾏﾅｶ ｶｵﾙ 大泉スワロー O･ｽﾜﾛｰ 高3
7 333 丸山里佳子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｶｺ 神鉄ＳＳ ｼﾝﾃﾂSS 高1
8 371 今野　映華 ｺﾝﾉ ｴｲｶ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1

3組
1 179 青木真亜弥 ｱｵｷ ﾏｱﾔ サギヌマＳＣ ｻｷﾞﾇﾏSC 中3
2 211 山口　綾乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ ＳＰ報徳金沢 SPﾎｳﾄｸKA
3 135 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ セ・池袋 ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 中3
4 680 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
5 443 飯岡　玉貴 ｲｲｵｶ ﾀﾏｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 611 佐藤　　舞 ｻﾄｳ ﾏｲ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
7 336 小野　友愛 ｵﾉ ﾄﾓｴ コナミ西日本 KONAMIﾆｼ 高2
8 566 小畑　沙織 ｵﾊﾞﾀ ｻｵﾘ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1

4組
1 433 岩井　春奈 ｲﾜｲ ﾊﾙﾅ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
2 341 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 安全ＳＳ ｱﾝｾﾞﾝSS 大1
3 28 貴田　裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 群馬藤岡ＳＳ ﾌｼﾞｵｶ 大3
4 821 柴田　亜衣 ｼﾊﾞﾀ ｱｲ ＪＡＰＡＮ JAPAN
5 906 M.GORMAN M.GORMAN ＡＵＳ AUS
6 444 米永　智香 ﾖﾈﾅｶﾞ ﾁｶ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
7 312 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 枚方ＳＳ ﾋﾗｶﾀSS 高2
8 679 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
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