
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 37 女子     200m   自由形   予選   5組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0 278 大久保美沙 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｻ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大3
1 570 梅澤　麻友 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
2 1174 是枝　未来 ｺﾚｴﾀﾞ ﾐｸ 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝ 大2
3 1454 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大4
4 1188 田中亜衣里 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 大阪国際大 ｵｵｻｶｺｸｻｲ 大1
5 138 辻内　佳穂 ﾂｼﾞｳﾁ ｶﾎ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大2
6 123 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大1
7 1424 菅野　凪紗 ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 東北学院大 ﾄｳﾎｸｶﾞｸｲ 大1
8 231 笹谷奈帆香 ｻｻﾀﾆ ﾅﾎｶ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3
9 1273 藤井愛依里 ﾌｼﾞｲ ｱｲﾘ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2

2組
0 1347 川渕穂乃花 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾎﾉｶ 福岡女学院大 ﾌｸｼﾞｮ 大3
1 351 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大3
2 669 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4
3 1366 鳥居　真世 ﾄﾘｲ ﾏﾖ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大4
4 1208 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2
5 562 吉田真希子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大3
6 1060 小島　早織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
7 608 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大1
8 1259 桂　実津季 ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大2
9 919 丹下　明希 ﾀﾝｹﾞ ｱｷ 大阪体育大 ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲ 大4

3組
0 672 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 山梨学院大 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ 大3
1 739 岩田　旭代 ｲﾜﾀ ｱｷﾖ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大3
2 136 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2
3 479 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
4 565 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 日本大 ﾆﾎﾝﾀﾞｲ 大2
5 433 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
6 274 石森　瑞奈 ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ 立教大 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ 大4
7 1374 端野　咲紀 ﾊｼﾉ ｻｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大1
8 396 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4
9 229 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 国士舘大 ｺｸｼｶﾝ 大3

4組
0 26 大塚妃呂子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大3
1 317 川端　　南 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ 明治大 ﾒｲｼﾞﾀﾞｲ 大4
2 833 菅野　里奈 ｶﾝﾉ ﾘﾅ 新潟医福大 ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ 大3
3 438 仮屋　美邑 ｶﾘﾔ ﾐｻﾄ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大1
4 108 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 日本体育大 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ 大3
5 30 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大2
6 1063 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大2
7 20 長濱　瑠花 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ 大4
8 604 山田友菜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅｺ 東海大 ﾄｳｶｲﾀﾞｲ 大3
9 1004 長島　知里 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 武庫川女子大 ﾑｺｼﾞｮﾀﾞｲ 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. 37 女子     200m   自由形   予選   5組

水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 482 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大1
1 749 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
2 359 今村　涼花 ｲﾏﾑﾗ ｽｽﾞｶ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大1
3 751 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ 大1
4 474 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ 東洋大 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ 大2
5 348 岸本　梨沙 ｷｼﾓﾄ ﾘｻ 筑波大 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大4
6 431 髙橋　美来 ﾀｶﾊｼ ﾐｸﾙ 神奈川大 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ 大2
7 1372 髙宮　玲音 ﾀｶﾐﾔ ﾚｵﾝ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大2
8 1067 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 近畿大 ｷﾝｷﾀﾞｲ 大1
9 146 伊藤　理智 ｲﾄｳ ﾘｻﾄ 日本女子体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ 大1
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