
スタートリスト 横浜国際プール

競技No.  3 女子     400m   自由形   予選   5組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 1528 田代　絢乃 ﾀｼﾛ ｱﾔﾉ 東北福祉大 ﾄｳﾎｸﾌｸｼ 大1
1 270 今野　瑠菜 ｺﾝﾉ ﾙﾅ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
2 873 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大2
3 1268 是枝　未来 ｺﾚｴﾀﾞ ﾐｸ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大1
4 745 青木舞利奈 ｱｵｷ ﾏﾘﾅ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
5 699 大久保侑央 ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ 順天堂大 ｼﾞｭﾝﾃﾝ 大3
6 1080 井上　稚菜 ｲﾉｳｴ ﾜｶﾅ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
7 1079 廣葉　萌佳 ﾋﾛﾊ ﾓｴｶ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大1
8 1376 福澤　佳子 ﾌｸｻﾞﾜ ｶｺ 福山平成大 ﾌｸﾔﾏﾍｲｾｲ 大4
9 1532 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大3

2組
0 1446 鳥居　真世 ﾄﾘｲ ﾏﾖ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
1 1150 北田　　祥 ｷﾀﾀﾞ ｻﾁ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
2 888 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大1
3 1141 北田　　優 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
4 166 植木優唯奈 ｳｴｷ ﾕｲﾅ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大1
5 171 稲垣　　優 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｲ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大1
6 673 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大2
7 303 武岡　瀬奈 ﾀｹｵｶ ｾﾅ 拓殖大 ﾀｸｼｮｸﾀﾞｲ 大2
8 1416 河津　彩伽 ｶﾜﾂﾞ ｱﾔｶ 久留米大 ｸﾙﾒﾀﾞｲ 大1
9 165 大図　佳苗 ｵｵｽﾞ ｶﾅｴ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大2

3組
0 666 安部　優希 ｱﾍﾞ ﾕｷ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4
1 1062 竹林　理子 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾘｺ 関西学院大 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲ 大1
2 585 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 早稲田大 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ 大1
3 1448 川﨑　　碧 ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
4 123 森山　幸美 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
5 377 石井　茉宏 ｲｼｲ ﾏﾋﾛ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
6 810 中山　実穂 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾎ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
7 546 濱田　結菜 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
8 1445 小川　真侑 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大3
9 379 新倉みなみ ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3

4組
0 1176 吉岡　理沙 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大5
1 629 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
2 825 越川　由紀 ｺｼｶﾜ ﾕｷ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大2
3 1015 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ 大3
4 514 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
5 50 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
6 460 中島みなみ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大3
7 829 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
8 552 清水　史華 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｶ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
9 1297 沢田　之英 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾊﾅ びわこ成蹊大 ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲ 大1
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スタートリスト 横浜国際プール

競技No.  3 女子     400m   自由形   予選   5組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 998 佐藤　　菫 ｻﾄｳ ｽﾐﾚ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大3
1 378 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大3
2 136 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
3 498 白川　有紗 ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
4 513 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
5 124 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大4
6 1133 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
7 54 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
8 45 河田　華佳 ｶﾜﾀ ﾊﾅｶ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
9 1210 西野　美妃 ﾆｼﾉ ﾐｷ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
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