
第38回コナミオープン水泳競技大会
KONAMI OPEN ２０２３
東京辰巳国際水泳場

日本記録     25.11
競技No. : 77 女子   50m バタフライ 予選

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 7/4 東  京 相馬　あい ミキハウス 97
ｿｳﾏ ｱｲ ﾐｷﾊｳｽ    26.60 (  0.72)

2 5/4 学中部 廣下　菜月 中京大 02 大2
ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ    26.75 (  0.61)

3 7/5 愛  知 高橋　美紀 林テレンプ 95
ﾀｶﾊｼ ﾐｷ ﾊﾔｼﾃﾚﾝﾌﾟ    26.99 (  0.61)

4 6/4 学中部 津田　萌咲 新潟医福大 00 大4
ﾂﾀﾞ ﾓｴ ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ    27.03 (  0.67)

5 5/5 埼  玉 田嶋　玲奈 スウィン大教 01 大3
ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ SWﾀﾞｲｷｮｳ    27.20 (  0.59)

6 6/5 千  葉 野田　佑風 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 03 大1
ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ    27.32 (  0.67)

7 5/6 学中部 阿部なつき 中京大 01 大3
ｱﾍﾞ ﾅﾂｷ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ    27.40 (  0.65)

8 5/3 東  京 坂本　千紗 藤村ＳＳ 06 高1
ｻｶﾓﾄ ﾁｻ ﾌｼﾞﾑﾗSS    27.44 (  0.61)

9 7/3 東  京 長谷川涼香 東京ドーム 00
ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ T.ﾄﾞｰﾑ    27.64 (  0.57)

10 6/8 学関東 西澤　七海 神奈川大 03 大1
ﾆｼｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ    27.74 (  0.68)

11 6/7 東  京 徳永　結夢 ﾙﾈｻﾝｽ東京 04 高3
ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾑ ﾙ･ﾄｳｷｮｳ    27.97 (  0.64)

12 5/7 神奈川 太田　　煌 ATSC.YW 06 高2
ｵｵﾀ ｷﾗ ATSC.YW    28.07 (  0.74)

12 6/3 埼  玉 中村　天音 スウィン大宮 01 大3
ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ SWｵｵﾐﾔ    28.07 (  0.63)

14 5/2 学中部 宇野　莉奈 中京大 03 大1
ｳﾉ ﾘﾅ ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ    28.13 (  0.61)

14 7/6 東  京 西場　天子 武蔵野 06 高1
ﾆｼﾊﾞ ﾃﾝｺ ﾑｻｼﾉ    28.13 (  0.63)
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16 6/2 埼  玉 中島　紗希 ｽｳｨﾝみよし 06 高1
ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ SWﾐﾖｼ    28.19 (  0.78)

17 5/8 埼  玉 榎本ヒカル スウィン埼玉 06 高1
ｴﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ    28.22 (  0.66)

18 7/1 東  京 内藤　花音 アクラブ三鷹 05 高2
ﾅｲﾄｳ ｶﾉﾝ AQLUB MT    28.27 (  0.61)

19 7/0 千  葉 遠山　乃梨 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 03 大1
ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘ ｾﾝﾄﾗﾙ    28.29 (  0.74)

20 6/9 埼  玉 森　　香乃 スウィン北本 08 中2
ﾓﾘ ｶﾉ SWｷﾀﾓﾄ    28.35 (  0.68)

21 5/1 東  京 木津喜一花 三菱養和ＳＳ 05 高3
ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    28.36 (  0.76)

22 7/8 大  阪 林　　希菜 イ ト マ ン 01 大3
ﾊﾔｼ ｷﾅ ｲﾄﾏﾝ    28.37 (  0.65)

23 4/2 埼  玉 小牧　彩音 コナミ北浦和 06 高1
ｺﾏｷ ｱﾔﾈ ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ    28.43 (  0.66)

24 5/0 学関東 上原みなみ 立教大 02 大2
ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ    28.45 (  0.70)

25 4/7 茨  城 青山　侑蒼 イトマン古河 08 中3
ｱｵﾔﾏ ﾕｱ ｲﾄﾏﾝｺｶﾞ    28.46 (  0.69)

26 3/4 千  葉 大住　煌華 稲毛インター 08 中3
ｵｵｽﾐ ｷﾗｶ ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ    28.53 (  0.71)

27 4/5 東  京 上田　歩奈 藤村ＳＳ 08 中2
ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾅ ﾌｼﾞﾑﾗSS    28.58 (  0.58)

28 6/6 東  京 木澤理寿夢 KIZAWA 97
ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ KIZAWA    28.67 (  0.58)

29 5/9 神奈川 児玉　海生 イトマン港北 08 中3
ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ    28.75 (  0.71)

30 4/3 東  京 今村　まい ｾﾝﾄﾗﾙ府中 09 中1
ｲﾏﾑﾗ ﾏｲ CSﾌﾁｭｳ    28.85 (  0.67)
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31 4/4 岐  阜 大川　日菜 コナミ大垣 04 高3
ｵｵｶﾜ ﾋﾅ ｺﾅﾐｵｵｶﾞｷ    28.88 (  0.62)

32 4/0 東  京 割方　唯寧 マリン西新井 10 小6
ﾜﾘｶﾀ ﾕｲﾅ ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ    28.90 (  0.73)

33 6/1 千  葉 多田　恋歌 イトマン千葉 06 高1
ﾀﾀﾞ ﾚﾝｶ ｲﾄﾏﾝﾁﾊﾞ    28.95 (  0.68)

34 4/8 千  葉 桑田　奈々 稲毛インター 09 中1
ｸﾜﾀ ﾅﾅ ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ    28.96 (  0.58)

35 6/0 東  京 蜂屋　陽萌 目黒日大 06 高1
ﾊﾁﾔ ﾐﾓ ﾒｸﾞﾛNU    29.05 (  0.61)

36 7/9 香  川 淀谷　　希 ジャパン高松 07 中3
ﾖﾄﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ    29.17 (  0.70)

37 3/8 東  京 石坂　琉奈 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 08 中2
ｲｼｻﾞｶ ﾙﾅ ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ    29.19 (  0.66)

38 3/2 東  京 鈴木　莉桜 コナミ船堀 08 中2
ｽｽﾞｷ ﾘｵ ｺﾅﾐﾌﾅﾎﾞﾘ    29.24 (  0.65)

39 2/6 愛  知 井谷　朱里 コナミ豊田 10 中1
ｲﾉﾀﾆ ｱｶﾘ ｺﾅﾐﾄﾖﾀ    29.28 (  0.67)

40 2/5 東  京 常山　和紗 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 10 小6
ﾂﾈﾔﾏ ｶｽﾞｻ ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ    29.31 (  0.58)

41 7/7 東  京 菅野　凜香 三菱養和ＳＳ 09 中2
ｶﾝﾉ ﾘﾝｶ ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ    29.32 (  0.71)

42 4/6 神奈川 神部　莉乃 桐蔭学園 06 高2
ｶﾝﾍﾞ ﾘﾉ ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ    29.34 (  0.59)

43 2/4 東  京 貫洞友里杏 東京ＳＣ 10 小6
ｶﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｱ ﾄｳｷｮｳSC    29.50 (  0.68)

44 3/7 東  京 千葉　美涼 アクラブ稲城 11 小5
ﾁﾊﾞ ﾐｽｽﾞ AQLUB IG    29.53 (  0.71)

45 3/0 東  京 百井　結香 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 11 小6
ﾓﾓｲ ﾕｲｶ CSﾌﾁｭｳ    29.54 (  0.72)
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46 4/1 東  京 横内　日依 MTR 09 中2
ﾖｺｳﾁ ﾋﾖﾘ MTRST    29.55 (  0.69)

47 3/3 千  葉 大鰐　心寧 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 09 中1
ｵｵﾜﾆ ｺｺﾈ ﾙ･ﾏｸﾊﾘ    29.72 (  0.73)

47 3/6 千  葉 山内　　凛 ＫＣＣ鴨川 09 中1
ﾔﾏｳﾁ ﾘﾝ ｶﾓｶﾞﾜ    29.72 (  0.66)

49 2/3 千  葉 横田　珠季 ＣＡＣＳＳ 09 中1
ﾖｺﾀ ﾀﾏｷ CACSS    29.78 (  0.76)

50 4/9 東  京 原　さくら 藤村ＳＳ 08 中2
ﾊﾗ ｻｸﾗ ﾌｼﾞﾑﾗSS    30.43 (  0.65)

51 3/9 東  京 髙木　七海 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸 10 中1
ﾀｶｷﾞ ﾅﾅﾐ ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ    30.75 (  0.68)

52 3/1 千  葉 近藤　心音 柏洋・柏 11 小6
ｺﾝﾄﾞｳ ｺｺﾛ ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ    30.83 (  0.57)

53 2/7 東  京 藪　　珠乃 ＳＡＴ雪ヶ谷 12 小4
ﾔﾌﾞ ｼﾞｭﾉ SATﾕｷｶﾞﾔ    31.39 (  0.71)

54 2/1 東  京 花木　奏海 ｲﾄﾏﾝ昭和の森 12 小4
ﾊﾅｷ ｶﾅﾐ ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ    31.51 (  0.58)

55 2/8 京  都 藤岡　　諒 コナミ八幡 12 小4
ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳ ｺﾅﾐﾔﾜﾀ    31.69 (  0.69)

56 1/4 愛  知 三宅　恵奈 コナミ豊田 12 小4
ﾐﾔｹ ｴﾅ ｺﾅﾐﾄﾖﾀ    31.93 (  0.63)

57 2/2 東  京 久保仁衣菜 東京ＳＣ 12 小4
ｸﾎﾞ ﾆｲﾅ ﾄｳｷｮｳSC    31.99 (  0.61)

58 2/0 神奈川 曽宮　桜良 鎌倉ＳＳ 12 小4
ｿﾐﾔ ｻｸﾗ ｶﾏｸﾗSS    32.41 (  0.67)

59 1/5 東  京 今井田有加 ｾﾝﾄﾗﾙ葛西 13 小3
ｲﾏｲﾀﾞ ﾕｶ ｾﾝﾄﾗﾙｶｻｲ    33.01 (  0.71)

60 2/9 神奈川 鹿野　友果 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 12 小4
ｼｶﾉ ﾄﾓｶ CSﾖｺﾊﾏ    33.16 (  0.71)
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61 1/6 千  葉 齋藤さくら ﾙﾈｻﾝｽ幕張 13 小4
ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ ﾙ･ﾏｸﾊﾘ    33.46 (  0.70)

62 1/3 東  京 中村　　葵 東京ＤＣ桜台 13 小3
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ DCｻｸﾗﾀﾞｲ    33.56 (  0.65)

3/5 茨  城 小椋　凪紗 あかやまＳＳ 10 小6
ｵｸﾞﾗ ﾅｷﾞｻ ｱｶﾔﾏSS 棄権

7/2 神奈川 古賀　華泳 ｲﾄﾏﾝ横須賀 07 中3
ｺｶﾞ ﾊﾅｴ ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ 棄権
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