
スタートリスト 広島市総合屋内プール

競技No.  5 女子    200m   バタフライ   予選   5組 日本記録  2:04.69
大会記録  2:06.44

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 1472 西村　仁那 ﾆｼﾑﾗ ﾆｲﾅ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
2 338 畑　　成美 ﾊﾀ ﾅﾙﾐ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大4
3 1524 羽立　裕香 ﾊﾀﾞﾃ ﾕｶ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 342 塩谷　波那 ｼｵﾔ ﾊﾅ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
5 160 橋爪　香吏 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶｵﾘ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大4
6 295 坂戸　里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大4
7 803 金子　友香 ｶﾈｺ ﾕｶ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大4
8 876 早川　由香 ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大1
9 310 田所　瑞花 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐｽﾞｶ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大1

10 1591 秋山　恵美 ｱｷﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大3

2組
1 164 吉田　夏海 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
2 807 大西　智子 ｵｵﾆｼ ﾄﾓｺ 愛知学院大 ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝ 大3
3 1142 松井　　杏 ﾏﾂｲ ｱﾝｽﾞ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
4 967 雨宮　彩乃 ｱﾒﾐﾔ ｱﾔﾉ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
5 1017 松本　　悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
6 1072 永岡　里彩 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｻ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
7 47 根岸　優歩 ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾎ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
8 767 久保知亜記 ｸﾎﾞ ﾁｱｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
9 1262 伏田つかさ ﾌｼﾀ ﾂｶｻ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4

10 787 坂上　杏奈 ｻｶｳｴ ｱﾝﾅ 桐蔭横浜大 ﾄｳｲﾝﾖｺﾊﾏ 大2

3組
1 392 佐藤　詠美 ｻﾄｳ ｴﾐ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
2 176 藪　　仁美 ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大2
3 1088 湯中鈴音和 ﾕﾅｶ ﾚｵﾅ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
4 843 保坂　知世 ﾎｻｶ ﾁｾ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
5 1513 藤田　湖奈 ﾌｼﾞﾀ ｺﾅ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
6 1137 保志場　慶 ﾎｼﾊﾞ ｹｲ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
7 1032 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大2
8 388 秋山　遥奈 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾅ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
9 770 吉田　理穂 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾎ 前橋国際大 ﾏｴｺｸﾀﾞｲ 大1

10 307 北川　果歩 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾎ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝﾀﾞｲ 大1

4組
1 1221 野津由美子 ﾉﾂﾞ ﾕﾐｺ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
2 145 大塚　美優 ｵｵﾂｶ ﾐﾕ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
3 41 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
4 850 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
5 486 渡辺　耶唯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｲ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
6 150 西　　彩乃 ﾆｼ ｱﾔﾉ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
7 1178 杉野　紘子 ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｺ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
8 1069 小林　広果 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大4
9 766 松浦　由佳 ﾏﾂｳﾗ ﾕｶ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1

10 1523 原　　優美 ﾊﾗ ﾕｳﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
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5組
1 848 大石　恵梨 ｵｵｲｼ ｴﾘ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
2 451 高野　有紀 ﾀｶﾉ ﾕｷ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大4
3 666 佐藤　礼菜 ｻﾄｳ ｱﾔﾅ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
4 1081 山本　　茜 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾈ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大3
5 1076 栗林　優子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大4
6 619 廣瀬　夏希 ﾋﾛｾ ﾅﾂｷ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
7 620 齊藤　美緒 ｻｲﾄｳ ﾐｵ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
8 583 田村　美紅 ﾀﾑﾗ ﾐｸ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
9 142 伊藤千凪海 ｲﾄｳ ﾁﾅﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2

10 497 小畑　安紀 ｵﾊﾞﾀ ｱｷ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
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