
スタートリスト
予選女子　  50m　平泳ぎ№1 8組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0
1
2

東  京 金町ＳＣ        小33 ｶﾅﾏﾁSC         山谷　眞桜      ﾔﾏﾔ ﾏｵ          
千  葉 コナミ五井      小54 ｺﾅﾐｺﾞｲ         大阿久清香      ｵｵｱｸ ｻﾔｶ        

埼  玉 コナミ北浦和    小35 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       柴田　結衣      ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ         
神奈川 Nagatsuta.SC    小46 ﾅｶﾞﾂﾀSC        岩永　愛加      ｲﾜﾅｶﾞ ﾏﾅｶ       

7
8
9

 2 組
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小40 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       鳥谷部真愛      ﾄﾔﾍﾞ ﾏﾅ         
埼  玉 ｽｳｨﾝ東松山      小41 SWﾋｶﾞｼﾏﾂ       加藤　心冨      ｶﾄｳ ｺﾄﾐ         
神奈川 神奈中ＳＳ      小42 ｶﾅﾁｭｳSS        中村みなみ      ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ        
埼  玉 ひらはらＳＣ    小53 HIRAHARA       岡安　もえ      ｵｶﾔｽ ﾓｴ         
東  京 アクラブ稲城    小54 AQLUB IG       前川　心海      ﾏｴｶﾜ ｺｺﾐ        
神奈川 コナミ青葉台    小45 ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ        本島　桜空      ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ        
東  京 金町ＳＣ        小46 ｶﾅﾏﾁSC         飯田　愛心      ｲｲﾀﾞ ｱｺ         
茨  城 Ａ・セレーナ    小47 ｱｯｸｱｾﾚｰﾅ       江川　茅紘      ｴｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ        
東  京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森   小48 ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       河合　美紗      ｶﾜｲ ﾐｻ          
東  京 金町ＳＣ        小49 ｶﾅﾏﾁSC         鈴木　陽菜      ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ        

 3 組
東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      小60 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       藤井　乙葉      ﾌｼﾞｲ ｵﾄﾊ        
神奈川 アクラブ藤沢    小51 AQLUB FJ       山本　由唯      ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ         
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸      小52 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        椛島　千尋      ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ       
埼  玉 コナミ北浦和    小53 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       藤縄　優花      ﾌｼﾞﾅﾜ ﾕｳｶ       
東  京 金町ＳＣ        小64 ｶﾅﾏﾁSC         石田　彩夏      ｲｼﾀﾞ ｱﾔｶ        
山  梨 フィッツ竜王    小65 ﾌｨｯﾂﾘｭｳ        長澤　乙希      ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾂｷ       

東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸      小66 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        阿部　恋奈      ｱﾍﾞ ｺｺﾅ         
神奈川 イトマン港北    小67 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       桑原　美優      ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ        
埼  玉 コナミ北浦和    小58 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       島村さくら      ｼﾏﾑﾗ ｻｸﾗ        
東  京 三菱養和ＳＳ    小69 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       船越　彩椰      ﾌﾅｺｼ ｻﾔ         

 4 組
東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       小60 ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ       清水　芽生      ｼﾐｽﾞ ﾒｲ         

東  京 ドーム巣鴨      中11 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       前田　なな      ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ         
埼  玉 スウィン熊谷    中22 SWｸﾏｶﾞﾔ        大熊　里奈      ｵｵｸﾏ ﾘﾅ         
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小63 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       遠藤　和夏      ｴﾝﾄﾞｳ ﾜｶ        
千  葉 ＢＩＧ木更津    中14 BIGｷｻﾗﾂﾞ       三國　美宝      ﾐｸﾆ ﾐﾎ          
神奈川 東急ＳＣ        中25 ﾄｳｷｭｳSC        髙下　千代      ﾀｶｼﾀ ﾁﾖ         
東  京 マリン舎人      高26 ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ         押田　華澄      ｵｼﾀﾞ ｶｽﾐ        
埼  玉 ベスト上尾      小67 ﾍﾞｽﾄｱｹﾞｵ       菅　美奈実      ｽｶﾞ ﾐﾅﾐ         
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       小68 ｾ･ｳﾗﾔｽ         池野　紫音      ｲｹﾉ ｼｵﾝ         
東  京 ドーム巣鴨      小69 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       荒木　金華      ｱﾗｷ ｷﾝｶ         

 5 組
神奈川 コナミ天王町    中20 ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ       金子　　悠      ｶﾈｺ ﾊﾙｶ         
東  京 ドーム巣鴨      中11 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       宮下　　梅      ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾒ        
兵  庫 コナミ三田      中22 ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ        岡田　侑奈      ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ         
埼  玉 瀬ヶ崎ＳＣ      高33 ｾｶﾞｻｷSC        桐渕その子      ｷﾘﾌﾞﾁ ｿﾉｺ       
東  京 東京ＳＣ        中14 ﾄｳｷｮｳSC        松本　信歩      ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ         
神奈川 トピーアヤセ    中25 ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ        井上　真優      ｲﾉｳｴ ﾏﾕ         
東  京 ＪＳＳ立石      高16 JSSﾀﾃｲｼ        小嶋　美菜      ｺｼﾞﾏ ﾐﾅ         

東  京 三菱養和ＳＳ    中37 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       中島未由佳      ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ       
神奈川 トピーアヤセ    中28 ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ        端山　遥香      ﾊﾔﾏ ﾊﾙｶ         
東  京 東京ＳＣ        小69 ﾄｳｷｮｳSC        長尾　佳音      ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ        
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 6 組
学関東 日女体大        大30 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ        清水　春菜      ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ        
千  葉 柏洋・柏        大11 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       下山　夏帆      ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ        
学関東 日本体育大      大12 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        石田　華子      ｲｼﾀﾞ ｶｺ         
東  京 藤村ＳＳ        大23 ﾌｼﾞﾑﾗSS        田中　亜季      ﾀﾅｶ ｱｷ          
東  京 ＪＳＳ立石      大14 JSSﾀﾃｲｼ        渡部香生子      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ       

学関東 慶應義塾大      大15 ｹｲｵｳﾀﾞｲ        髙﨑　有紀      ﾀｶｻｷ ﾕｷ         
学関東 日女体大        大36 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ        成川　陽子      ﾅﾘｶﾜ ﾖｳｺ        
神奈川 コナミ林間      高17 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ        外山　優香      ﾄﾔﾏ ﾕｳｶ         
神奈川 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS        中28 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝS       吉田　杏子      ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｽﾞ       
神奈川 ｲﾄﾏﾝ横須賀      中29 ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ       杉山　凜菜      ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾘﾅ       

 7 組
埼  玉 スウィン鷲宮    高10 SWﾜｼﾐﾔ         高鳥　春佳      ﾀｶﾄﾘ ﾊﾙｶ        
東  京 武蔵野          高11 ﾑｻｼﾉ           斉藤　亜未      ｻｲﾄｳ ｱﾐ         
学関東 東洋大          大12 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        三田村美乃      ﾐﾀﾑﾗ ﾖｼﾉ        
東  京 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   大23 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ       神宮司瀬里奈    ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｾﾘｰﾅ   
東  京 ミキハウス      4 ﾐｷﾊｳｽ          鈴木　聡美      ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ        
学関東 東洋大          大35 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        金指　美紅      ｶﾅｻｼ ﾐｸ         
学関東 東洋大          大36 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        青木玲緒樹      ｱｵｷ ﾚｵﾅ         
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高37 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       田村　実花      ﾀﾑﾗ ﾐｶ          
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ     高28 ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ        高梨　汐音      ﾀｶﾅｼ ｼｵﾈ        
茨  城 守谷インター    高39 ﾓﾘﾔｲﾝﾀｰ        出澤　美和      ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ        

 8 組
学関東 神奈川大        大30 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       黒岩　紗耶      ｸﾛｲﾜ ｻﾔ         
神奈川 イトマン横浜    中21 ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ       小林　　麗      ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ       
学関東 日本体育大      大12 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        関口　美咲      ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ       
神奈川 神奈中ＳＳ      高33 ｶﾅﾁｭｳSS        江口実沙紀      ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ        
茨  城 茗水会          4 ﾒｲｽｲｶｲ         小林明日香      ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ       
埼  玉 コナミ北浦和    中35 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       宮坂　倖乃      ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ        

学関東 国士舘大        大16 ｺｸｼｶﾝ          田中　沙季      ﾀﾅｶ ｻｷ          
東  京 ヴァリュウSS    中37 VALUE SS       浅羽　　栞      ｱｻﾊﾞ ｼｵﾘ        
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中38 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       平井　葉子      ﾋﾗｲ ﾊｺ          
埼  玉 コナミ北浦和    高19 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       守　萌々子      ﾓﾘ ﾓﾓｺ          


