
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     27.51
競技No. : 83 女子   50m 背泳ぎ 予選

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 4/4 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    28.50 (  0.57)

2 3/4 埼  玉 佐々木美莉 スウィン埼玉 05 高2
ｻｻｷ ﾐﾘ ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ    28.80 (  0.60)

3 3/5 埼  玉 園部ゆあら スウィン大教 07 中3
ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ SWﾀﾞｲｷｮｳ    28.94 (  0.55)

4 4/5 学中部 山﨑　　光 新潟医福大 00 大4
ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ ﾆｲｶﾞﾀｲﾌｸ    29.01 (  0.53)

5 3/3 埼  玉 柴田　菜摘 コナミ北浦和 04 高3
ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ    29.26 (  0.63)

6 5/4 千  葉 伊東　開耶 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 06 高1
ｲﾄｳ ｻｸﾔ ｾﾝﾄﾗﾙ    29.31 (  0.49)

7 4/3 神奈川 平井　瑞希 ATSC.YW 07 高1
ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ ATSC.YW    29.33 (  0.52)

8 5/2 千  葉 笹生　舞琳 ｾﾝﾄﾗﾙ南行徳 04 高3
ｻｿｳ ﾏﾘﾝ CSﾐﾅﾐｷﾞｮ    29.63 (  0.59)

9 3/7 東  京 伊藤ななみ VALUE SS 05 高2
ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ VALUE SS    29.85 (  0.58)

9 5/1 東  京 三浦　亜依 東京ＤＣ 02 大2
ﾐｳﾗ ｱｲ ﾄｳｷｮｳDC    29.85 (  0.55)

11 5/6 埼  玉 水野　柚希 スウィン大教 05 高2
ﾐｽﾞﾉ ﾕｽﾞｷ SWﾀﾞｲｷｮｳ    30.02 (  0.66)

12 4/1 東  京 成田　実生 金町ＳＣ 06 高1
ﾅﾘﾀ ﾐｵ ｶﾅﾏﾁSC    30.10 (  0.59)

13 4/6 宮  城 森崎安加里 ﾙﾈｻﾝｽ長町南 06 高1
ﾓﾘｻｷ ｱｶﾘ ﾙ･ﾅｶﾞﾏﾁ    30.17 (  0.54)

14 5/7 東  京 高橋　心花 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 08 中3
ﾀｶﾊｼ ﾐﾊﾅ CSﾌﾁｭｳ    30.28 (  0.52)

15 5/3 三  重 永守　杏菜 イトマン名張 07 中3
ﾅｶﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ ｲﾄﾏﾝﾅﾊﾞﾘ    30.30 (  0.58)
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16 3/1 東  京 井口　詩音 ｲﾄﾏﾝ東伏見 05 高3
ｲｸﾞﾁ ｼｵﾝ ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ    30.34 (  0.56)

17 5/8 東  京 轟　　陽菜 ｲﾄﾏﾝ富士見台 04 高3
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾅ ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ    30.41 (  0.52)

18 4/2 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    30.47 (  0.56)

19 3/8 東  京 鯨井あぐり 東京ＳＣ 09 中1
ｸｼﾞﾗｲ ｱｸﾞﾘ ﾄｳｷｮｳSC    30.52 (  0.58)

20 2/5 東  京 佐藤　桜羽 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 09 中1
ｻﾄｳ ﾐｳ ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ    30.59 (  0.56)

21 5/5 東  京 岡﨑　友愛 武蔵野 04 高3
ｵｶｻﾞｷ ﾕｱ ﾑｻｼﾉ    30.65 (  0.54)

22 4/0 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    30.69 (  0.56)

23 3/2 東  京 栗本かれん ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 08 中2
ｸﾘﾓﾄ ｶﾚﾝ ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ    30.84 (  0.53)

24 5/0 兵  庫 山口　華凜 コナミ三田 08 中2
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ    31.03 (  0.66)

25 3/6 愛  知 小山　優來 コナミ蒲郡 08 中3
ｺﾔﾏ ﾕﾗ ｺﾅﾐｶﾞﾏ    31.15 (  0.63)

26 3/0 神奈川 門間　椎南 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC 10 小6
ﾓﾝﾏ ｼｲﾅ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS    31.46 (  0.56)

27 2/4 東  京 日名子凛菜 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬 10 小6
ﾋﾅｺﾞ ﾘﾝﾅ ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ    31.63 (  0.54)

28 2/2 千  葉 田村　蒔乃 ﾙﾈｻﾝｽ八日市 10 小6
ﾀﾑﾗ ﾏｷﾉ ﾙ･ﾖｳｶｲﾁﾊ    31.75 (  0.58)

29 2/3 東  京 中野日夏乃 ＳＡＴ雪ヶ谷 11 小5
ﾅｶﾉ ﾋﾅﾉ SATﾕｷｶﾞﾔ    32.17 (  0.57)

30 3/9 神奈川 清水　心遥 イトマン多摩 10 小6
ｼﾐｽﾞ ｺﾊﾙ ｲﾄﾏﾝﾀﾏ    32.21 (  0.64)
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31 2/6 東  京 谷口　　漣 ＳＡＴ雪ヶ谷 11 小5
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾝ SATﾕｷｶﾞﾔ    32.40 (  0.62)

32 5/9 東  京 後藤　星七 コナミ西葛西 10 小6
ｺﾞﾄｳ ｾﾅ ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ    32.42 (  0.64)

33 4/9 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    32.68 (  0.54)

34 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    33.15 (  0.58)

35 2/1 茨  城 小椋陽香梨 あかやまＳＳ 12 小4
ｵｸﾞﾗ ﾋｶﾘ ｱｶﾔﾏSS    33.44 (  0.55)

36 2/0 茨  城 多田　芽生 イトマン守谷 12 小4
ﾀﾀﾞ ﾒｲ ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ    33.98 (  0.59)

37 1/4 東  京 藤原　彩路 藤村ＳＳ 12 小4
ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾛ ﾌｼﾞﾑﾗSS    34.19 (  0.52)

38 1/5 東  京 榊原　光莉 藤村ＳＳ 13 小3
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｶﾘ ﾌｼﾞﾑﾗSS    34.23 (  0.56)

39 2/9 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    34.74 (  0.55)

40 2/8 茨  城 望月　優菜 TAP筑波 12 小4
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾅ TAPﾂｸﾊﾞ    34.95 (  0.57)

41 1/6 東  京 本城　杏和 Ｔ・HIRO'S 14 小2
ﾎﾝｼﾞｮｳ ｱﾝﾅ ﾁｰﾑﾋｰﾛｰｽ    35.58 (  0.55)

42 1/2 埼  玉 鵜飼　紗希 ﾋｭｰﾏﾝみさと 13 小3
ｳｶｲ ｻｷ ﾋｭｰﾏﾝﾐｻﾄ    36.02 (  0.71)

43 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    37.60 (  0.56)

44 1/7 東  京 畑中　美遥 東京ＳＣ 13 小3
ﾊﾀﾅｶ ﾐﾊﾙ ﾄｳｷｮｳSC    38.27 (  0.82)

4/7 石  川 渡海　愛花 能美ＳＣ 07 中3
ﾄｶｲ ｱｲｶ ﾉﾐｽｲﾐﾝｸﾞ 棄権
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4/8 東  京 中島　真緒 ドーム巣鴨 06 高1
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ 棄権
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