
スタートリスト ToBiO古橋廣之進記念浜松市総合水泳場

競技No.  9 女子    100m   平泳ぎ   予選   7組 日本記録  1:05.88
大会記録  1:06.32

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 1567 村上　広佳 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｶ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大3
1 1066 長谷川百香 ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 1563 金城　　唯 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｲ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大4
3 1141 石井　捺美 ｲｼｲ ﾅﾂﾐ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大4
4 660 小杉　彩女 ｺｽｷﾞ ｱﾔﾒ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
5 688 栁館　麻由 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃ ﾏﾕ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
6 1327 小澤　美夏 ｵｻﾞﾜ ﾐｶ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大3
7 756 髙橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
8 158 川辺裕莉華 ｶﾜﾍﾞ ﾕﾘｶ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
9

2組
0 1591 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大3
1 453 田中　亜季 ﾀﾅｶ ｱｷ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
2 335 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
3 1435 村越　友紀 ﾑﾗｺｼ ﾕｷ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大3
4 159 成川　陽子 ﾅﾘｶﾜ ﾖｳｺ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
5 1023 井尻　　雅 ｲｼﾞﾘ ﾐﾔﾋﾞ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大2
6 1416 岡田　真衣 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大3
7 1536 鈴木　佐知 ｽｽﾞｷ ｻﾁ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
8 969 羽石　有希 ﾊﾈｲｼ ﾕｷ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大4
9 1323 馬場　宏子 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｺ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4

3組
0 270 岩瀬　葉月 ｲﾜｾ ﾊﾂﾞｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
1 404 松竹　涼子 ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
2 220 三原　未麻 ﾐﾊﾗ ﾐﾏ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大3
3 1059 廣田友里奈 ﾋﾛﾀ ﾕﾘﾅ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 138 池田　奈央 ｲｹﾀﾞ ﾅｵ 明治学院大 ﾒｲｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
5 508 藤島　千里 ﾌｼﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 千葉商科大 ﾁﾊﾞｼｮｳｶ 大2
6 991 松田　千咲 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻｷ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
7 1365 松浦麻也加 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾔｶ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大3
8 1283 横谷ひとみ ﾖｺﾀﾆ ﾋﾄﾐ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大4
9 1088 崎浜　亜規 ｻｷﾊﾏ ｱｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3

4組
0 338 小林　　澪 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
1 1186 井ノ本　宙 ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大3
2 1322 嶋岡　奈央 ｼﾏｵｶ ﾅｵ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
3 1253 前川知佳子 ﾏｴｶﾜ ﾁｶｺ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大4
4 799 野澤　郁織 ﾉｻﾞﾜ ｶｵﾘ 小田原短期大 ｵﾀﾞﾜﾗﾀﾝｷ 大1
5 161 清水　春菜 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
6 1012 舟橋　若奈 ﾌﾅﾊｼ ﾜｶﾅ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
7 339 稲田　真依 ｲﾅﾀﾞ ﾏｲ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
8 1489 大塚　佳穂 ｵｵﾂｶ ｶﾎ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大1
9 280 田中　沙季 ﾀﾅｶ ｻｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大1
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スタートリスト ToBiO古橋廣之進記念浜松市総合水泳場

競技No.  9 女子    100m   平泳ぎ   予選   7組 日本記録  1:05.88
大会記録  1:06.32

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 402 中山　美月 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂﾞｷ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
1 134 石田　華子 ｲｼﾀﾞ ｶｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 764 奥田　百香 ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｶ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
3 41 茂木　美桜 ﾓﾃｷﾞ ﾐｵ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
4 132 関口　美咲 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
5 490 黒岩　紗耶 ｸﾛｲﾜ ｻﾔ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
6 749 柴山　鈴加 ｼﾊﾞﾔﾏ ｽｽﾞｶ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大4
7 1160 和田奈伎紗 ﾜﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大2
8 865 高橋穂乃香 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
9 911 小林　光里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大1

6組
0 623 中島亜沙姫 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｻﾋ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
1 455 服部　友香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
2 1483 松尾　莉子 ﾏﾂｵ ﾘｺ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
3 38 浜野　麻綾 ﾊﾏﾉ ﾏﾔ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
4 533 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
5 850 鷲野　萌香 ﾜｼﾉ ﾓｴｶ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 216 髙﨑　有紀 ﾀｶｻｷ ﾕｷ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
7 540 三田村美乃 ﾐﾀﾑﾗ ﾖｼﾉ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
8 131 三浦　鈴奈 ﾐｳﾗ ｽｽﾞﾅ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
9 692 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大1

7組
0 663 細越　　智 ﾎｿｺｼ ｻﾄﾘ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
1 427 池　　言乃 ｲｹ ｺﾄﾉ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
2 1530 福留　景子 ﾌｸﾄﾞﾒ ｹｲｺ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
3 867 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
4 573 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
5 529 金指　美紅 ｶﾅｻｼ ﾐｸ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
6 1144 桐原　　華 ｷﾘﾊﾗ ﾊﾅ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大4
7 1220 橋本　智美 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
8 48 神宮司瀬里奈 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｾﾘｰ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
9 658 山本みずほ ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞﾎ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
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