
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 35 女子    200m   背泳ぎ   予選   5組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 586 大田原礼奈 ｵｵﾀﾜﾗ ｱﾔﾅ 国士舘大学  大4
1 16 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 高2
2 463 堀　あずみ ﾎﾘ ｱｽﾞﾐ ジャパン丸亀 高3
3 430 小宮　紅葉 ｺﾐﾔ ｱｷ 塚口ＳＳ    大1
4 92 渡辺　涼葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ ﾙﾈｻﾝｽ土気   /日本大学    大3
5 221 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 湘南工大附高/相模原ＤＣ  高2
6 564 竹内　澪乃 ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ 日本体育大学 大1
7 804 徳本　美菜 ﾄｸﾓﾄ ﾐﾅ 新潟医福大  大4
8 135 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 東京ＳＣ    /淑徳巣鴨高校 高1
9

2組
0 397 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ ＫＴＶ豊中  /太成学院大高 高2
1 627 齋藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 筑波大学    大3
2 21013 Mikkayla SheridaMikkayla She ＡＵＳ      
3 462 山下　安輝 ﾔﾏｼﾀ ｱｷ ＫＳＧ下関  
4 748 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 山梨学院大学 大1
5 71 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ スウィン鷲宮 高2
6 23004 PENG Xuwei PENG Xuwei ＣＨＮ      
7 23003 XU Huiyi XU Huiyi ＣＨＮ      
8 893 山口　藍李 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 鹿屋体育大学 大2
9 428 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 須磨学園高校 高2

3組
0 82 酒井　夏海 ｻｶｲ ﾅﾂﾐ ｽｳｨﾝ南越谷  /武南高校    高1
1 632 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 筑波大学    大1
2 649 河本　海音 ｺｳﾓﾄ ﾐｵ 神奈川大学  大2
3 190 吉田真希子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒   /日本大学    大1
4 110 湯原　利佳 ﾕﾊﾗ ﾘｶ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /明治大学    大1
5 646 寺本　瑠美 ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ 神奈川大学  大3
6 358 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ イトマン京都 高2
7 243 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC   /日大藤沢高校 高1
8 158 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ ﾙﾈｻﾝｽ亀戸   高2
9 628 西脇　怜奈 ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ 筑波大学    大3

4組
0 783 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ 中京大学    大3
1 24017 Rosie Rudin Rosie Rudin ＧＢＲ      
2 180 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ ＪＳＳ八王子/八王子高校  高3
3 21014 Minna Atherton Minna Athert ＡＵＳ      
4 780 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 中京大学    大4
5 644 後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ 神奈川大学  大4
6 677 今井　彩香 ｲﾏｲ ｱﾔｶ 東洋大学    大2
7 858 松浦　可苗 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅｴ 近畿大学    大1
8 24029 Kathleen Dawson Kathleen Daw ＧＢＲ      
9 741 瀬下　茉利 ｾｼﾓ ﾏﾘ 山梨学院大学 大4
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 35 女子    200m   背泳ぎ   予選   5組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 241 金指　柚香 ｶﾅｻｼ ﾕｳｶ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC   高3
1 17 井田　真由 ｲﾀﾞ ﾏﾕ ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島 中2
2 25 関口　真穂 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ スウィン前橋 高2
3 655 古林　毬菜 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 神奈川大学  大2
4 195 赤瀬紗也香 ｱｶｾ ｻﾔｶ ＡＮＡＡＳ  /ＪＳＳ      
5 437 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ ＪＳＳ宝塚  高3
6 400 友田　望心 ﾄﾓﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ イトマン守口/国際大和田高 高3
7 892 川崎　涼夏 ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ 鹿屋体育大学 大3
8 672 大久保安純 ｵｵｸﾎﾞ ｱｽﾞﾐ 東洋大学    大3
9 24031 Jessica FullalovJessica Full ＧＢＲ      
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