
スタートリスト
予選女子　 100m　バタフライ№13 7組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0
1

東  京 コナミ西葛西    小52 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ       有川　萌結      ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ         
東  京 ＪＳＳ立石      小63 JSSﾀﾃｲｼ        中茎　実南      ﾅｶｸｷ ﾐﾅﾐ        
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       小64 ｾ･ｳﾗﾔｽ         野田　佑風      ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ         

東  京 ﾙﾈｻﾝｽ経堂      高35 ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ       小島日佳里      ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾘ        
東  京 東京ＳＣ        小66 ﾄｳｷｮｳSC        畑尾　百乃      ﾊﾀｵ ﾓﾓﾉ         

7
8
9

 2 組
東  京 ＪＳＳ立石      小60 JSSﾀﾃｲｼ        矢作　智里      ﾔﾊｷﾞ ﾁｻﾄ        
東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       小61 ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ       福井そよみ      ﾌｸｲ ｿﾖﾐ         
千  葉 君津MSC         小52 ｷﾐﾂMSC         鴇田　未来      ﾄｷﾀ ﾐｸ          
千  葉 柏洋・柏        中23 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       沼尾　紀穂      ﾇﾏｵ ｷﾎ          
神奈川 イトマン横浜    中14 ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ       佐藤　里乃      ｻﾄｳ ﾘﾉ          
神奈川 イトマン横浜    小55 ｲﾄﾏﾝﾖｺﾊﾏ       中田圭帆子      ﾅｶﾀﾞ ｶﾎｺ        
神奈川 コナミ天王町    中16 ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ       泉原　凪沙      ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ      
東  京 ＳＡＴ雪ヶ谷    中17 SATﾕｷｶﾞﾔ       伊東　寧々      ｲﾄｳ ﾈﾈ          
神奈川 コナミ林間      中18 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ        押部　広奈      ｵｼﾍﾞ ﾋﾛﾅ        
千  葉 ＣＡＣＳＳ      小69 CACSS          大泉　颯希      ｵｲｽﾞﾐ ｻﾂｷ       

 3 組
埼  玉 ひらはらＳＣ    中20 HIRAHARA       田嶋　玲奈      ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ         
東  京 ドーム巣鴨      中21 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       髙橋　萌加      ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ        
埼  玉 スウィン大宮    中12 SWｵｵﾐﾔ         内田　茉那      ｳﾁﾀﾞ ﾏﾅ         
東  京 トピレック      中23 ﾄﾋﾟﾚｯｸ         小野寺はな      ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ        
愛  知 豊川高          高24 ﾄﾖｶﾜｺｳ         南谷　明香      ﾐﾅﾐﾀﾆ ｱｽｶ       
北海道 コナミ白石      高15 ｺﾅﾐｼﾛｲｼ        鈴木彩莉唯      ｽｽﾞｷ ｻﾘｲ        

埼  玉 スウィン鷲宮    中26 SWﾜｼﾐﾔ         染谷　紫温      ｿﾒﾔ ｼｵﾝ         
学関東 神奈川大        大37 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       小畑　安紀      ｵﾊﾞﾀ ｱｷ         
神奈川 コナミ天王町    中38 ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ       石﨑　美結      ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ       
大  阪 コナミ岸和田    中39 ｺﾅﾐｷｼﾜﾀﾞ       原　美都紀      ﾊﾗ ﾐﾂｷ          

 4 組
埼  玉 スウィン大宮    高30 SWｵｵﾐﾔ         曽根　沙月      ｿﾈ ｻﾂｷ          

北海道 コナミ白石      高31 ｺﾅﾐｼﾛｲｼ        若狭向日葵      ﾜｶｻ ﾋﾏﾜﾘ        
埼  玉 スウィン大教    高12 SWﾀﾞｲｷｮｳ       岡　　美里      ｵｶ ﾐｻﾄ          
神奈川 コナミ海老名    中33 ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ        田中　瑞姫      ﾀﾅｶ ﾐﾂﾞｷ        
東  京 トピレック      高24 ﾄﾋﾟﾚｯｸ         荒木　七海      ｱﾗｷ ﾅﾅﾐ         
神奈川 ｾﾝﾄﾗﾙ東戸塚    中25 ｾ･ﾋｶﾞｼﾄﾂ       水口　知保      ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ       
東  京 マリン舎人      高36 ﾏﾘﾝﾄﾈﾘ         片山　友希      ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ        
学関西 近畿大学        大17 ｷﾝｷﾀﾞｲ         小野寺未来      ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ        
東  京 東京ＳＣ        中38 ﾄｳｷｮｳSC        長尾　有紗      ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ        
東  京 ドーム巣鴨      中29 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       工藤　南海      ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ        

 5 組
愛  知 豊川高          高10 ﾄﾖｶﾜｺｳ         岡島　和花      ｵｶｼﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ      
東  京 南光ＳＳ        高11 ﾅﾝｺｳSS         倉科　美月      ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ       
学九州 鹿屋体育大      大32 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ       大黒　舞子      ｵｵｸﾛ ﾏｲｺ        
学関東 日女体大        大43 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ        藪　　仁美      ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ         
東  京 ﾐｽﾞﾉ            4 ﾐｽﾞﾉ           星　奈津美      ﾎｼ ﾅﾂﾐ          
東  京 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   5 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ       福田　智代      ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾖ        
学関東 早稲田大        大36 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        田村　美紅      ﾀﾑﾗ ﾐｸ          

愛  知 豊川高          高27 ﾄﾖｶﾜｺｳ         小林　瑠那      ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ        
新  潟 ＡＣらんなん    中38 ACﾗﾝﾅﾝ         原澤　珠緒      ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ        
富  山 高岡ＳＣ        高29 ﾀｶｵｶSC         松田　未悠      ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾕ         
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 6 組
神奈川 ｲﾄﾏﾝ新百合丘   高10 ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ       相馬　奈々      ｿｳﾏ ﾅﾅ          
学関西 同志社大学      大31 ﾄﾞｳｼｼｬ         永井　栞歩      ﾅｶﾞｲ ｶﾎ         
学関東 日女体大        大42 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ        瀬倉　未智      ｾｸﾗ ﾐｻﾄ         
埼  玉 コナミ北浦和    高13 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       細川　琴江      ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ        
東  京 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   大24 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ       細田　梨乃      ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ         

学中部 中京大          大45 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       嶋村　亜美      ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ         
埼  玉 自衛隊          6 ｼﾞｴｲﾀｲ         渡辺　耶唯      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｲ        
学関東 筑波大          大27 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        平山友貴奈      ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ        
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ早稲田   高18 ﾙ･ﾜｾﾀﾞ         落合すみれ      ｵﾁｱｲ ｽﾐﾚ        
神奈川 ＳＡ新城        高29 SAｼﾝｼﾞｮｳ       臼田　史歩      ｳｽﾀﾞ ｼﾎ         

 7 組
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ経堂      高30 ﾙ･ｷｮｳﾄﾞｳ       清水　美沙      ｼﾐｽﾞ ﾐｻ         
愛  知 豊川高          高11 ﾄﾖｶﾜｺｳ         山川　真央      ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ         
茨  城 茗水会          2 ﾒｲｽｲｶｲ         三輪　彩奈      ﾐﾜ ｱﾔﾅ          
学中部 中京大          大13 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       深谷　茉以      ﾌｶﾔ ﾏｲ          
東  京 東京ドーム      高14 T.ﾄﾞｰﾑ         長谷川涼香      ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ      
学関東 日本体育大      大35 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        西　　彩乃      ﾆｼ ｱﾔﾉ          
学関東 日本体育大      大16 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        續　　彩加      ﾂﾂﾞｷ ｱﾔｶ        
東  京 藤村ＳＳ        高37 ﾌｼﾞﾑﾗSS        佐々木優花      ｻｻｷ ﾕｳｶ         
愛  知 愛み大瑞穂高    高38 MIZUHO         南谷　彩香      ﾅﾝﾔ ｱﾔｶ         
神奈川 ATSC.YW         中39 ATSC.YW        佐々木杏奈      ｻｻｷ ｱﾝﾅ         


