
スタートリスト 千葉県国際総合水泳場

競技No. 71 女子      50m   自由形   予選   5組 世界記録    23.67
日本記録    24.21

水路 氏　名 所属名 学年

1組
0
1
2
3 716 新山くるみ ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ 大阪体育大学 大3
4 62 篠塚　聖妃 ｼﾉﾂｶ ｲﾌﾞｷ ＣＳ桶川北本/埼玉栄高校  高3
5 178 木澤理寿夢 ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ ＫＩＺＡＷＡ
6 685 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 中京大学    大1
7
8
9

2組
0 675 長澤　未波 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐﾅﾐ 中京大学    大4
1 323 藤本　果子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｺ 中京大中京高/ビート守山  高3
2 705 舩本　愛子 ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ 新潟医福大  大1
3 406 澤野　莉子 ｻﾜﾉ ﾘｺ イトマン神戸/神戸野田高校 高2
4 545 内田　愛理 ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 神奈川大学  大3
5 700 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 新潟医福大  大2
6 622 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 日本大学    大1
7 674 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 中京大学    大4
8 541 望月　絹子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾇｺ 神奈川大学  /とこはＳＳ  大4
9 489 真鍋　璃美 ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾐ 日本体育大学 大4

3組
0 761 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 鹿屋体育大学 大1
1 244 鈴木　莉緒 ｽｽﾞｷ ﾘｵ ATSC.YW     /八王子高校  高1
2 374 大嶋　千桜 ｵｵｼﾏ ｻｸﾗ イトマン    /四條畷学園高 高1
3 599 今牧まりあ ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ 早稲田大学  /ＩＳＣ飯田  大2
4 702 大内　紗雪 ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ 新潟医福大  大2
5 549 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 神奈川大学  大3
6 111 長尾　佳音 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 東京ＳＣ    /武蔵野高校  高3
7 289 黒木満佐子 ｸﾛｷ ﾏｻｺ ﾈｸｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ  
8 231 溝口　歩優 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾕ ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚 /日大藤沢高校 高1
9 410 片山　珠里 ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ ﾙﾈｻﾝｽ神戸   /神戸野田高校 高2

4組
0 679 阿部なつき ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ 中京大学    大2
1 150 二宮　歌梨 ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ 東京ドーム  /早稲田実業高 高2
2 154 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ ルネサンス  /日本大学    大4
3 351 西津　亜紀 ﾆｼﾂﾞ ｱｷ 三重スポ協  
4 1211 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ ＪＡＰＡＮ  
5 343 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 林テレンプ  
6 46 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ スウィン大教/明治大学    大2
7 84 松村　多恵 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ コナミ津田沼/日本大学    大2
8 729 高嶋ひなの ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ 近畿大学    大4
9 326 伊東　開耶 ｲﾄｳ ｻｸﾔ ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘 中3
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5組
0 1214 増田　　葵 ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ ＪＡＰＡＮ  
1 128 船越　彩椰 ﾌﾅｺｼ ｻﾔ 三菱養和ＳＳ/淑徳巣鴨高校 高3
2 497 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 日本体育大学 大1
3 155 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ ルネサンス  /日本大学    大4
4 1212 大本　里佳 ｵｵﾓﾄ ﾘｶ ＪＡＰＡＮ  
5 684 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 中京大学    大1
6 1213 白井　璃緒 ｼﾗｲ ﾘｵ ＪＡＰＡＮ  大4
7 689 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 愛知教育大学 大2
8 569 山本　真白 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ 東洋大学    大4
9 372 吉井萌萌花 ﾖｼｲ ﾓﾓｶ イトマン    /近畿大附高校 高2
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