
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 26 女子     200m   自由形   予選   8組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
1
2
3 1016 小西　杏奈 ｺﾆｼ ｱﾝﾅ ＪＡＰＡＮ  大4
4 163 岡村　梨香 ｵｶﾑﾗ ﾘｶ ｱｸﾗﾌﾞ堀之内 中2
5 439 梅木　陽向 ｳﾒｷ ﾋﾅﾀ 大東ＳＳ    中2
6
7
8

2組
1 344 今村　涼花 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ グランツ    高3
2 523 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 法政大学    /スウィン埼玉 大3
3 843 吉川　円香 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 中京大学    大1
4 23 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 茨城競向対本
5 646 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 筑波大学    大3
6 25001 Hayley MCINTOSH ﾍｲﾘｰ･ﾏｯｷﾝﾄｯｼ ＮＺＬ      
7 572 金子　喜恵 ｶﾈｺ ｷｴ 日本体育大学 大3
8 510 仮屋　美邑 ｶﾘﾔ ﾐｻﾄ Ｎｂ        /鹿児島情報高 高3

3組
1 367 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 豊川高校    高3
2 609 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 立教大学    大3
3 428 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 大阪水泳学校/近畿大附属高 高3
4 666 藤津加奈子 ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ 神奈川大学  大4
5 92 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 柏洋・柏    /法政大学    大1
6 326 佐藤　　綾 ｻﾄｳ ｱﾔ 新潟医福大職
7 108 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  /日本大学    大1 棄権
8 610 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 立教大学    大1

4組
1 253 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ ＳＡ新城    /法政第二高校 高3
2 948 髙宮　玲音 ﾀｶﾐﾔ ﾚｵﾝ 鹿屋体育大学 大1
3 784 渋井　柚実 ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ 山梨学院大学 大4
4 390 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ イトマン京都/京都外大西高 高3
5 145 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 東京ＳＣ    /武蔵野中学  中3
6 902 松本恵理子 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｺ 近畿大学    大4
7 826 中山　実穂 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾎ 中京大学    大4
8 455 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 須磨学園高校 高3

5組
1 835 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 中京大学    大3
2 857 寺山　真由 ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ 新潟医福大  大3
3 901 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 近畿大学    大4
4 281 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ ﾙﾈｻﾝｽ港南中 /日大藤沢高校 高1
5 679 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 神奈川大学  大1
6 365 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 豊川高校    高3
7 569 長谷川　鼓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ 日本体育大学 大4
8 861 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 新潟医福大  大2
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スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 26 女子     200m   自由形   予選   8組

水路 氏　名 所属名 学年

6組
1 680 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 神奈川大学  大1
2 943 石原　愛由 ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ 鹿屋体育大学 大4
3 701 岩本　愛結 ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ 東洋大学    大4
4 242 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 湘南工大附高/相模原ＤＣ  高3
5 23003 KIM Seoyeong ｷﾑ･ｿﾖﾝ ＫＯＲ      
6 59 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ スウィン大教/埼玉栄高校  高3
7 645 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 筑波大学    大3
8 264 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC   /日大藤沢高校 高2

7組
1 391 池本　凪沙 ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ コパン宇治  /近大附属高校 高1
2 671 棚辺　　南 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 神奈川大学  大3
3 230 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ    /法政大学    大1
4 209 青木　智美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ あいおいﾆｯｾｲ/ATSC．YW    
5 21002 Jessica ASHWOOD ｼﾞｪｼｶ･ｱｼｭｳｯﾄ ＡＵＳ      
6 575 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 日本体育大学 大2
7 21004 Sian WHITTAKER ｼｱﾝ･ｳｨﾃｶｰ ＡＵＳ      棄権
8 197 吉田真希子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒   /日本大学    大2

8組
1 21001 Gemma COONEY ｼﾞｪﾏ･ｸｰﾆｰ ＡＵＳ      
2 384 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 西城陽高校  高2
3 713 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 東洋大学    /ＪＳＳ宝塚  大1
4 1014 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ ＪＡＰＡＮ  高3
5 1015 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ ＪＡＰＡＮ  
6 408 高野　　綾 ﾀｶﾉ ｱﾔ イ ト マ ン 
7 279 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ ﾙﾈｻﾝｽ港南中 /日大藤沢高校 高2
8 882 宗行　香居 ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ 武庫川女子大 大4
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