
スタートリスト 横浜国際プール

競技No. 39 女子     100m   バタフライ   予選   6組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 1471 藤川　亜未 ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾐ 九州共立大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
1 752 岡島　和花 ｵｶｼﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
2 1312 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大1
3 957 石川　佳依 ｲｼｶﾜ ﾖｼｴ 東海学園大 ﾄｳｶｲｶﾞｸｴ 大4
4 627 高山　文香 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
5 911 東山　由佳 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｶ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大4
6 923 五井　愛華 ｺﾞｲ ﾏﾅｶ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
7 35 平野香緒里 ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
8 271 曽根　沙月 ｿﾈ ｻﾂｷ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
9 1518 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大1

2組
0 273 佐々木優花 ｻｻｷ ﾕｳｶ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
1 145 真鍋　璃美 ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾐ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
2 335 永山　瑛美 ﾅｶﾞﾔﾏ ｴｲﾐ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大2
3 854 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ 大2
4 1336 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大4
5 445 髙津　奈々 ﾀｶﾂ ﾅﾅ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
6 1401 井上　奈苗 ｲﾉｳｴ ﾅﾅｴ 福岡大 ﾌｸｵｶﾀﾞｲ 大4
7 163 黒岡　沙耶 ｸﾛｵｶ ｻﾔ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大3
8 1074 川本　衣織 ｶﾜﾓﾄ ｲｵﾘ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大2
9 875 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大1

3組
0 466 角田　桃香 ﾂﾉﾀﾞ ﾓﾓｶ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
1 464 落合すみれ ｵﾁｱｲ ｽﾐﾚ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大1
2 1218 三曵　　光 ﾐﾂﾋﾞｷ ﾋｶﾘ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
3 1443 大木場真由 ｵｵｺﾊﾞ ﾏﾕ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 857 松田　未悠 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕ 至学館大 ｼｶﾞｯｶﾝ 大2
5 206 小島日佳里 ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大3
6 918 山崎　純菜 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾅ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大2
7 444 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 青山学院大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ 大1
8 461 原　瑛梨乃 ﾊﾗ ｴﾘﾉ 専修大 ｾﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大2
9 1245 喜來　夏純 ｷﾗｲ ｶｽﾐ 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ 大1

4組
0 1180 安達　未莉 ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬ 大3
1 212 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 慶應義塾大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ 大1
2 815 南谷　彩香 ﾅﾝﾔ ｱﾔｶ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
3 419 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
4 633 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
5 139 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大2
6 540 藪　　美涼 ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大4
7 870 平岩　桃夏 ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大4
8 495 吉村　莉奈 ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大4
9 668 後藤　里織 ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4

Page: 1/2 Printing: 2018/09/06 15:15:56

学関東
学中部
学関東
学関東

加　盟

学関西
学関東
学中部
学関東
学関東
学関東

学中部
学関東
学中部
学関東
学関東
学関西

学関西
学中部

学関東
学関東
学関西
学九州

学関東
学中部
学中国
学関東
学九州
学関東

学中部
学関東
学関東
学北部

学関東
学関東

学九州
学関東
学中国
学中部
学関東
学中部
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 1068 安岡　亜美 ﾔｽｵｶ ｱﾐ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大4
1 1132 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
2 55 細川　琴江 ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大1
3 411 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
4 131 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 746 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
6 505 清田　栞那 ｷﾖﾀ ｶﾝﾅ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大3
7 1211 杉原　優佳 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｶ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大3
8 1131 筒井　真彩 ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大4
9 667 奥山　瑞稀 ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大4

6組
0 1069 植田　寿乃 ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 大4
1 1140 城井　麻希 ｼﾛｲ ﾏｷ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大3
2 630 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大1
3 1449 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
4 817 相馬　あい ｿｳﾏ ｱｲ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
5 811 深谷　茉以 ﾌｶﾔ ﾏｲ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大4
6 549 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
7 339 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大1
8 1220 城間　小桃 ｼﾛﾏ ｺﾓﾓ 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ 大2
9 551 片山　友希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大3
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