
スタートリスト
予選女子　 200m　自由形№11 7組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0
1

東  京 東京ＳＣ        小52 ﾄｳｷｮｳSC        阿部　　澪      ｱﾍﾞ ﾐｵ          
東  京 ＴＡＣ          小43 TAC            秋原　埜安      ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ        
東  京 三菱養和ＳＳ    小64 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       船越　彩椰      ﾌﾅｺｼ ｻﾔ         

神奈川 ｲﾄﾏﾝ新百合丘   小55 ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ       市島　花音      ｲﾁｼﾏ ｶﾉﾝ        
東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      小56 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       松﨑　りん      ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾝ        

7
8
9

 2 組
東  京 ドーム巣鴨      小60 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       松野　莉子      ﾏﾂﾉ ﾘｺ          
東  京 ＪＳＳ立石      小61 JSSﾀﾃｲｼ        矢作　智里      ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ        
東  京 ＪＳＳ立石      中12 JSSﾀﾃｲｼ        中野　日和      ﾅｶﾉ ﾋﾖﾘ         
三  重 津田四日市      中13 ﾂﾀﾞﾖｯｶｲﾁ       小井　香乃      ｲｻﾗｲ ｶﾉ         
東  京 金田ＳＣ        中24 ｶﾈﾀﾞSC         小林　　楓 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ      
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中15 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       栗山　百花      ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ        
神奈川 ＳＡ新城        小56 SAｼﾝｼﾞｮｳ       澤野　莉子      ｻﾜﾉ ﾘｺ          
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小67 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       岩原和可納      ｲﾜﾊﾗ ﾜｶﾅ        
神奈川 コナミ海老名    小68 ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ        曽根　裟月      ｿﾈ ｻﾂｷ          
東  京 ＪＳＳ立石      小69 JSSﾀﾃｲｼ        中茎　実南      ﾅｶｸｷ ﾐﾅﾐ        

 3 組
埼  玉 スウィン浦和    中10 SWｳﾗﾜ          小林　那緒      ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ        
埼  玉 スウィン鷲宮    中31 SWﾜｼﾐﾔ         平川　　桜      ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ        
千  葉 柏洋・柏        中22 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       藤永　優那      ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾕｳﾅ      
埼  玉 コナミ北浦和    中33 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       笹澤　　桃      ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ        
神奈川 桐蔭学園        高24 ﾄｳｲﾝ           山田　　遥      ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ        
千  葉 柏洋・柏        高25 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       大神詩央里      ｵｵｶﾞﾐ ｼｵﾘ       

兵  庫 コナミ西宮      中36 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       森　菜々子      ﾓﾘ ﾅﾅｺ          
静  岡 RSCｴﾑﾃｯｸ        中27 RSCｴﾑﾃｯｸ       渡邊　真衣      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ        
東  京 東京ＳＣ        中38 ﾄｳｷｮｳSC        鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ       
神奈川 ＳＡ新城        中39 SAｼﾝｼﾞｮｳ       日口　　優      ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ         

 4 組
京  都 コナミ伏見      中20 ｺﾅﾐﾌｼﾐ         辻　　薫乃      ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ         

埼  玉 スウィン浦和    中31 SWｳﾗﾜ          市川　みく      ｲﾁｶﾜ ﾐｸ         
神奈川 ﾙﾈｻﾝｽ港南中   中22 ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       村上　夏帆      ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ         
学関東 神奈川大        大33 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       上田ひかり      ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ        
東  京 武蔵野中        中34 ﾑｻｼﾉ           金森　あい      ｶﾅﾓﾘ ｱｲ         
埼  玉 スウィン大教    中15 SWﾀﾞｲｷｮｳ       増田　聖乃      ﾏｽﾀﾞ ｾｲﾉ        
東  京 ＪＳＳ八王子    高36 JSSﾊﾁｵｳｼ       川端　　南      ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ       
愛  知 豊川高          高17 ﾄﾖｶﾜｺｳ         山川　真央      ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ         
兵  庫 コナミ西宮      中28 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       笠松　咲蘭      ｶｻﾏﾂ ｻｸﾗ        
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中29 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       大内　紗雪      ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ        

 5 組
東  京 東京ドーム      高30 T.ﾄﾞｰﾑ         木澤理寿夢      ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ       
学関東 立教大          大31 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ       片岡　采子      ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ        
埼  玉 コナミ北浦和    高12 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       柴田　夏海      ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ        
学関東 筑波大          大23 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        大西　綾香      ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ        
学関東 東洋大          大14 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        岩本　愛結      ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ         
学関東 日本体育大      大15 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        長谷川　鼓      ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ      
茨  城 茗水会          6 ﾒｲｽｲｶｲ         小林明日香      ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ       

埼  玉 スウィン大教    高37 SWﾀﾞｲｷｮｳ       石森　瑞奈      ｲｼﾓﾘ ﾐﾂﾞﾅ       
学関西 近畿大学        大18 ｷﾝｷﾀﾞｲ         増田　　葵      ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ        
東  京 金田ＳＣ        高39 ｶﾈﾀﾞSC         髙島　美桜      ﾀｶｼﾏ ﾐｵ         
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 6 組
学関東 日女体大        大30 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ        木村　美咲      ｷﾑﾗ ﾐｻｷ         
埼  玉 スウィン埼玉    中21 ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ       神田　美夢      ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ         
兵  庫 コナミ西宮      中32 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       梶野　千紗      ｶｼﾞﾉ ﾁｻ         
神奈川 ATSC.YW         大33 ATSC.YW        青木　智美      ｱｵｷ ﾄﾓﾐ         
学関東 東洋大          大34 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        宮本　靖子      ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ        

東  京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森   大15 ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       伊藤　愛実      ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ        
神奈川 NECGSC溝の口 高36 NECGSC M       川畑　志保      ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾎ        
埼  玉 スウィン大教    大27 SWﾀﾞｲｷｮｳ       小松　桃子      ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ         
神奈川 Nagatsuta.SC    高38 ﾅｶﾞﾂﾀSC        朝長千恵子      ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ       
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高29 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       清田　朱音      ｷﾖﾀ ｱｶﾈ         

 7 組
神奈川 イトマン港北    高20 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       大塚妃呂子      ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ        
神奈川 ATSC.YW         高21 ATSC.YW        浅野　理子      ｱｻﾉ ﾘｺ          
学関東 東洋大          大42 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        地田　麻未 ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ         
学中部 中京大          大33 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       和田　麻里 ﾜﾀﾞ ｱｻﾘ         
学関東 日本体育大      大24 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        五十嵐千尋      ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ       
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸      中35 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        池江璃花子      ｲｹｴ ﾘｶｺ         
東  京 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   大46 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ       関根　理沙      ｾｷﾈ ﾘｻ          
愛  知 豊川高          高37 ﾄﾖｶﾜｺｳ         西津　亜紀      ﾆｼﾂﾞ ｱｷ         
神奈川 ATSC.YW         高28 ATSC.YW        佐野　葉月      ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ         
東  京 ＪＳＳ八王子    高39 JSSﾊﾁｵｳｼ       堀内　　愛      ﾎﾘｳﾁ ｱｲ         


