
スタートリスト 東京辰巳国際水泳場

競技No. 75 女子     100m   バタフライ   予選   5組

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1
2 267 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2
3 488 太田　紗彩 ｵｵﾀ ｻｱﾔ 佐々ＳＳ    中2
4 817 山崎　純菜 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾅ 新潟医福大  大3
5 901 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 鹿屋体育大学 大3
6 491 大嶋　千桜 ｵｵｼﾏ ｻｸﾗ アレスト八代 中2
7 28005 NIMDAM Kanitta NIMDAM Kanit ＴＨＡ      
8
9

2組
0 673 片山　友希 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 東洋大学    大4
1 180 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ 警　視　庁  
2 820 五井　愛華 ｺﾞｲ ﾏﾅｶ 新潟医福大  大3
3 648 内田かりん ｳﾁﾀﾞ ｶﾘﾝ 神奈川大学  大1
4 303 山岸　琴美 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ ＩＳＣ飯田  高1
5 782 南谷　彩香 ﾅﾝﾔ ｱﾔｶ 中京大学    大4
6 73 宮本　帆風 ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ ｾﾝﾄﾗﾙ流山   高1
7 503 後野　真衣 ｳｼﾛﾉ ﾏｲ Ｋｉｔ      /加世田高校  高1
8 22001 SZE Hang Yu SZE Hang Yu ＨＫＧ      
9 115 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 藤村ＳＳ    /法政大学    大2

3組
0 575 倉科　美月 ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 慶應義塾大学 大2
1 652 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 神奈川大学  大1
2 786 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 中京大学    大4
3 671 中野　未夢 ﾅｶﾉ ﾐﾕ 東洋大学    大4
4 15 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 茨城競対本部
5 620 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 筑波大学    大2
6 80 山根　優衣 ﾔﾏﾈ ﾕｲ ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ  
7 247 三井　愛梨 ﾐﾂｲ ｱｲﾘ 横浜サクラ  中3
8 825 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 新潟医福大  大1
9 554 金子　喜恵 ｶﾈｺ ｷｴ 日本体育大学 大4

4組
0 748 加藤　由佳 ｶﾄｳ ﾕｶ 山梨学院大学 大4
1 312 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ ダッシュ新潟
2 162 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ ルネサンス  /日本大学    大2
3 615 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 筑波大学    大4
4 1016 大橋　悠依 ｵｵﾊｼ ﾕｲ ＪＡＰＡＮ  
5 1015 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ ＪＡＰＡＮ  大2
6 51 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ スウィン大教/春日部共栄高 高3
7 565 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 日本体育大学 大1
8 66 遠山　乃梨 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ谷津   /渋谷幕張高校 高1
9 175 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒   /目黒日大高校 高3
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水路 氏　名 所属名 学年

5組
0 167 内藤　万愛 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ ｾﾝﾄﾗﾙ府中   /八王子高校  高1
1 150 松本　信歩 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ 東京ドーム  /学芸大附属高 高2
2 164 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ ルネサンス  /法政大学    大1
3 625 飯塚　千遥 ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ 筑波大学    大1
4 784 相馬　あい ｿｳﾏ ｱｲ 中京大学    大4
5 1014 牧野　紘子 ﾏｷﾉ ﾋﾛｺ ＪＡＰＡＮ  大2
6 555 植野　爽音 ｳｴﾉ ｻﾔﾈ 日本体育大学 大4
7 559 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 日本体育大学 大3
8 173 高山　文香 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｶ ｾﾝﾄﾗﾙ目黒   /日本大学    大2
9 128 木津喜一花 ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ 三菱養和ＳＳ 中3
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