
スタートリスト
予選女子　  50m　背泳ぎ№83 5組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
神奈川 イトマン港北    小30 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       戸津川莉央      ﾄﾂｶﾜ ﾘｵ         
東  京 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小31 AQLUB HO       鈴木　泉美      ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ       
兵  庫 コナミ西宮      小42 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       松本　悠里      ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ         
東  京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森   小43 ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       花木　愛海      ﾊﾅｷ ｱｲﾐ         
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小44 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       小倉　　結      ｵｸﾞﾗ ﾕｲ         

東  京 セ・ときわ台    小45 ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ       服部　乙葉      ﾊｯﾄﾘ ｵﾄﾊ        
東  京 ミ-ズクラブ     小46 ﾐ-ｽﾞｸﾗﾌﾞ       中﨑　莉子      ﾅｶｻﾞｷ ﾘｺ        
神奈川 神奈中ＳＳ      小47 ｶﾅﾁｭｳSS        中村みなみ      ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ        
埼  玉 コナミ北浦和    小38 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       柴田　結衣      ｼﾊﾞﾀ ﾕｲ         

9

 2 組
神奈川 ｲﾄﾏﾝ新百合丘   小50 ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ       市島　花音      ｲﾁｼﾏ ｶﾉﾝ        
東  京 三菱養和ＳＳ    小61 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       木崎　京香      ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ       
東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬       小52 ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ       和田　茅枝      ﾜﾀﾞ ﾁｼﾅ         
埼  玉 ｽｳｨﾝ東松山      小63 SWﾋｶﾞｼﾏﾂ       髙井麻里衣      ﾀｶｲ ﾏﾘｲ         
神奈川 コナミ海老名    小64 ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ        曽根　裟月      ｿﾈ ｻﾂｷ          
東  京 藤村ＳＳ        小65 ﾌｼﾞﾑﾗSS        黒部　藍心      ｸﾛﾍﾞ ｱｲﾐ        
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ     小56 ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ        笹生　舞琳      ｻｿｳ ﾏﾘﾝ         
東  京 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小57 AQLUB HO       ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ芽生     ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ ﾒｲ      
東  京 ＴＡＣ          小48 TAC            秋原　埜安      ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ        
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       小59 ｾ･ｳﾗﾔｽ         清水アマネ      ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ        

 3 組
埼  玉 スウィン大宮    中20 SWｵｵﾐﾔ         高瀬　　陽      ﾀｶｾ ﾋﾅﾀ         
埼  玉 スウィン浦和    高31 SWｳﾗﾜ          林　もも香      ﾊﾔｼ ﾓﾓｶ         
学関東 早稲田大        大22 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        山口　真旺      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ        
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中23 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       城戸　佑菜      ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ         
学関東 山梨学院大      大44 ﾔﾏｶﾞｸﾀﾞｲ       竹迫　麻澄      ﾀｶﾊﾞ ﾏｽﾐ        
群  馬 スウィン館林    5 SWﾀﾃﾊﾞﾔｼ       諸貫　瑛美      ﾓﾛﾇｷ ｴﾐ         

東  京 ｲﾄﾏﾝ東伏見      高16 ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ       山田　莉子      ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ         
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸      高37 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        藤田　紗綺      ﾌｼﾞﾀ ｻｷ         
東  京 ｱｸﾗﾌﾞ堀之内     小68 AQLUB HO       鈴木　愛佳      ｽｽﾞｷ ｱｲｶ        
学関東 神奈川大        大39 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       山内奈緒子      ﾔﾏｳﾁ ﾅｵｺ        

 4 組
神奈川 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI        小60 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝI       大山　美帆      ｵｵﾔﾏ ﾐﾎ         

東  京 三菱養和ＳＳ    高21 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       小林　　麗      ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ       
埼  玉 埼玉栄          高12 ｻｲﾀﾏｻｶｴ        中島　希実      ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ      
埼  玉 ｽｳｨﾝ南越谷      中23 SWﾅﾝｺｼ         酒井　夏海      ｻｶｲ ﾅﾂﾐ         
東  京 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   大34 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ       小林　江舞      ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ        
長  野 ＡＦＡＳ伊那    高25 AFASｲﾅ         北原瑛里香      ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ        
学中部 中京大          大26 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       高橋　美紀      ﾀｶﾊｼ ﾐｷ         
東  京 ドーム巣鴨      中27 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       髙橋　萌加      ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ        
東  京 東京ＳＣ        中28 ﾄｳｷｮｳSC        片桐　珠実      ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ       
神奈川 イトマン多摩    中19 ｲﾄﾏﾝﾀﾏ         市地　颯華      ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ        

 5 組
埼  玉 スウィン鷲宮    中30 SWﾜｼﾐﾔ         染谷　世奈      ｿﾒﾔ ｾﾅ          
神奈川 トピーアヤセ    高21 ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ        竹内　澪乃      ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ        
神奈川 コナミ天王町    中12 ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ       泉原　凪沙      ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ      
愛  知 豊川高          高13 ﾄﾖｶﾜｺｳ         後藤花菜子      ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ        
学中部 中京大          大34 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       森　万柚子      ﾓﾘ ﾏﾕｺ          
学中部 中京大          大35 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       小野寺美奈      ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾅ        
東  京 ミキハウス      6 ﾐｷﾊｳｽ          酒井　志穗      ｻｶｲ ｼﾎ          

千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ     中37 ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ        松島　香帆      ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ         
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       中18 ｾ･ｳﾗﾔｽ         野田　海優      ﾉﾀﾞ ﾐﾕｳ         
東  京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森   小69 ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       金丸英里奈      ｶﾈﾏﾙ ｴﾘﾅ        


