
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 37 女子    100m   自由形   予選   6組 世界記録    52.07
日本記録    53.88

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 10306 Yeung Jamie ZhenYeung Jamie ＨＫＧ      
1 11 木村　優香 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ アシスト    中3
2 10307 Yu Wai Ting Yu Wai Ting ＨＫＧ      
3 591 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 筑波大学    大1
4 89 藤井ひかり ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ ﾙﾈｻﾝｽ土気   /明治大学    大4
5 219 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ ATSC.YW     /湘南工大附高 高3
6 10210 Schlicht Jemma Schlicht Jem ＡＵＳ      
7 65 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ スウィン大教 中3
8 10601 Raheem Machiko Raheem Machi ＳＲＩ      
9 10214 Jack Shayna Jack Shayna ＡＵＳ      

2組
0 588 岡野　圭穂 ｵｶﾉ ｶﾎ 筑波大学    大2
1 592 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 筑波大学    大1
2 372 石井　千尋 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ ｾﾝﾄﾗﾙ四条畷 高3
3 274 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ とこはＳＳ  高2
4 10720 Lin Pei Wun Lin Pei Wun ＴＰＥ      
5 608 上田ひかり ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ 神奈川大学  大4
6 555 川上　真央 ｶﾜｶﾐ ﾏｵ 立教大学    大4
7 25 笹原世玲菜 ｻｻﾊﾗ ｾﾚﾅ Ｆ－ＢＩＧ  高1
8 103 若穂囲理緒 ﾜｶﾎｲ ﾘｵ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /日本大学    大1
9 354 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ イ ト マ ン 高3

3組
0 218 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ ATSC.YW     /日大藤沢高校 高3
1 558 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 立教大学    /スウィン大教 大1
2 733 眞野恵里奈 ﾏﾉ ｴﾘﾅ 桐蔭横浜大学 大3
3 585 大西　綾香 ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ 筑波大学    大3
4 380 山本　映実 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ Ｎ　Ｓ　Ｉ  大3
5 1025 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ ＪＡＰＡＮ  高1
6 217 野崎　美優 ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ ATSC.YW     /青山学院大学 大3
7 642 遠山ひかり ﾄｵﾔﾏ ﾋｶﾘ 東洋大学    大1
8 701 井上　真綾 ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ 東海大学    大4
9 10215 Cook Tamsin Cook Tamsin ＡＵＳ      

4組
0 349 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ イ ト マ ン 大3
1 766 西早　　櫻 ﾆｼﾊﾔ ｻｸﾗ 中京大学    大4
2 761 森　万柚子 ﾓﾘ ﾏﾕｺ 中京大学    大4
3 1031 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ ＪＡＰＡＮ  大3
4 1028 内田　美希 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ ＪＡＰＡＮ  大4
5 1033 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ ＪＡＰＡＮ  大4
6 1030 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ ＪＡＰＡＮ  
7 776 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 中京大学    大1
8 381 天野祐梨菜 ｱﾏﾉ ﾕﾘﾅ ＪＳＳエビス/大阪国際大学 大4
9 791 市川　由樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｷ 東海学園大学 大3
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 37 女子    100m   自由形   予選   6組 世界記録    52.07
日本記録    53.88

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 19 国分　香奈 ｺｸﾌﾞﾝ ｶﾅ SW大教郡山  /日大東北高校 高3
1 520 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 日本体育大学 大2
2 214 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC   中3
3 633 宮本　靖子 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ 東洋大学    大4
4 10203 Campbell Bronte Campbell Bro ＡＵＳ      
5 1021 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ＪＡＰＡＮ  高1
6 102 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /日本大学    大4
7 1032 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ ＪＡＰＡＮ  高2
8 343 田辺　詔子 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺ イ ト マ ン 
9 782 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 新潟医福大  大4

6組
0 371 立花　沙奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ四条畷 /近畿大学    大1
1 254 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ ＪＳＳ長岡  
2 152 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸   高2
3 639 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 東洋大学    大2
4 10205 Campbell Cate Campbell Cat ＡＵＳ      
5 1029 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ ＪＡＰＡＮ  
6 1018 渡部香生子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ ＪＡＰＡＮ  大2
7 496 瀧口　真帆 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 中央大学    大4
8 10213 Neale Leah Neale Leah ＡＵＳ      
9 362 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ HOS 南千里  高2
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