
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 69 女子    200m   平泳ぎ   予選   6組 日本記録  2:19.65
大会記録  2:20.72

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1 169 高橋　佳南 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大2
2 1480 鈴木　佐知 ｽｽﾞｷ ｻﾁ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
3 346 浅野　恵未 ｱｻﾉ ｴﾐ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
4 424 松竹　涼子 ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
5 1517 佐藤志帆子 ｻﾄｳ ｼﾎｺ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
6 1125 山下　明里 ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾘ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大3
7 153 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4
8 56 髙橋ありさ ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
9

2組
0 716 早河　花菜 ﾊﾔｶﾜ ﾊﾅ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
1 351 稲田　真依 ｲﾅﾀﾞ ﾏｲ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
2 1007 河原　衣梨 ｶﾜﾊﾗ ｴﾘ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
3 1052 田代　真子 ﾀｼﾛ ﾏｺ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大1
4 1189 石田　万結 ｲｼﾀﾞ ﾏﾕ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
5 1128 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3
6 890 伊藤　瑞季 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ 大1
7 1402 梶　明日香 ｶｼﾞ ｱｽｶ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
8 1491 五十嵐陽美 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
9 1195 敷地　理奈 ｼｷﾁ ﾘﾅ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1

3組
0 157 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4
1 715 末　　陽香 ｽｴ ﾊﾙｶ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
2 1138 米田　百伽 ﾖﾈﾀﾞ ﾓﾓｶ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大2
3 1011 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3
4 1112 山下　來花 ﾔﾏｼﾀ ﾗｲｶ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大3
5 219 三原　未麻 ﾐﾊﾗ ﾐﾏ 東京女子体大 ﾄﾝｼﾞｮﾀｲ 大4
6 1226 阿部　　渚 ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大1
7 971 出澤　美和 ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大1
8 273 岩瀬　葉月 ｲﾜｾ ﾊﾂﾞｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大4
9 1535 武藤　　唯 ﾑﾄｳ ﾕｲ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大4

4組
0 1067 崎浜　亜規 ｻｷﾊﾏ ｱｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大4
1 1046 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2
2 283 田中　沙季 ﾀﾅｶ ｻｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大2
3 703 細越　　智 ﾎｿｺｼ ｻﾄﾘ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
4 128 西岡みづき ﾆｼｵｶ ﾐｽﾞｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 781 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2
6 739 下山　夏帆 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大2
7 1404 平松　夏奈 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ 就実大 ｼｭｳｼﾞﾂ 大1
8 1282 小澤　美夏 ｵｻﾞﾜ ﾐｶ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大4
9 1323 松浦麻也加 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾔｶ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大4
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 1180 橋本　智美 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
1 440 岸　　愛弓 ｷｼ ｱﾕﾐ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
2 214 髙﨑　有紀 ﾀｶｻｷ ﾕｷ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大2
3 573 江口実沙紀 ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
4 131 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2
5 133 石田　華子 ｲｼﾀﾞ ｶｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
6 560 金指　美紅 ｶﾅｻｼ ﾐｸ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
7 481 服部　友香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3
8 540 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3
9 1151 井ノ本　宙 ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大4

6組
0 1441 大塚　佳穂 ｵｵﾂｶ ｶﾎ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大2
1 658 中島亜沙姫 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｻﾋ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
2 454 池　　言乃 ｲｹ ｺﾄﾉ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大2
3 863 照喜納志帆 ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
4 563 青木玲緒樹 ｱｵｷ ﾚｵﾅ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
5 513 黒岩　紗耶 ｸﾛｲﾜ ｻﾔ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
6 861 高橋穂乃香 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
7 868 近藤　　和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｺﾞﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
8 5 難波　颯紀 ﾅﾝﾊﾞ ｻｷ 東京学芸大 ｶﾞｸｹﾞｲ 大1
9 314 千島　　晶 ﾁｼﾏ ｱｷﾗ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
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