
スタートリスト
予選女子　  50m　自由形№5 11組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0

東  京 金町ＳＣ        小31 ｶﾅﾏﾁSC         大森　美桜      ｵｵﾓﾘ ﾐｵ         

東  京 ＪＳＳ立石      小32 JSSﾀﾃｲｼ        増子　　楽      ﾏｽｺ ｻｻ          
千  葉 メガロス柏      小43 ﾒｶﾞﾛｽｶｼﾜ       野崎　美桜      ﾉｻﾞｷ ﾐｵ         
茨  城 イトマン守谷    小44 ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ        西尾　咲穂      ﾆｼｵ ｻﾎ          
神奈川 イトマン港北    小45 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       児玉　海生      ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ         
兵  庫 コナミ三田      小36 ｺﾅﾐｻﾝﾀﾞ        山口　華凜      ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ       
東  京 ｲﾄﾏﾝ富士見台    小37 ｲﾄﾏﾝﾌｼﾞﾐ       永吉　咲良      ﾅｶﾞﾖｼ ｻﾗ        
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 2 組
茨  城 あかやまＳＳ    小40 ｱｶﾔﾏSS         杉山　智咲      ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｻｷ       
東  京 金町ＳＣ        小51 ｶﾅﾏﾁSC         川俣　　紬      ｶﾜﾏﾀ ﾂﾑｷﾞ       
東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ東十条     小42 ｾ･ﾋｶﾞｼｼﾞ       山本　莉那      ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ         

東  京 セ・ときわ台    小43 ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ       鮎澤　愛子      ｱﾕｻﾜ ｱｲｺ        
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ曳舟       小44 ﾙ･ﾋｷﾌﾈ         岡　　美憂      ｵｶ ﾐｳ           
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小55 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       山本　千晶      ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ        
東  京 藤村ＳＳ        小46 ﾌｼﾞﾑﾗSS        楠田　乃愛      ｸｽﾀﾞ ﾉｱ         
大  阪 コナミ香里園    小47 ｺﾅﾐｺｳﾘｴﾝ       村上　愛実      ﾑﾗｶﾐ ｱﾐ         
神奈川 ATSC.YW         小48 ATSC.YW        山口　亜茶      ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｻ        

千  葉 ウスイＳＣ      小49 ｳｽｲsc          加藤　真希      ｶﾄｳ ﾏｷ          

 3 組
神奈川 Nagatsuta.SC    小60 ﾅｶﾞﾂﾀSC        鈴木　彩心      ｽｽﾞｷ ｱﾔﾐ        
東  京 成増ロンド      小51 ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ       鈴木　里菜      ｽｽﾞｷ ﾘﾅ         
千  葉 メガロス柏      小62 ﾒｶﾞﾛｽｶｼﾜ       山口　心優      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｳ       

神奈川 Nagatsuta.SC    小63 ﾅｶﾞﾂﾀSC        鈴木　琴心      ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ        
東  京 ﾒｶﾞﾛｽ八王子     小64 ﾒｶﾞﾛｽﾊﾁ        坂倉　花南      ｻｶｸﾗ ｶﾅﾐ        
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       小65 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        田村　真優      ﾀﾑﾗ ﾏﾕ          
千  葉 ＢＩＧ木更津    小66 BIGｷｻﾗﾂﾞ       小平　瑠乃      ｺﾀﾞｲﾗ ﾙﾉ        
神奈川 トピーアヤセ    小57 ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ        首藤　優里      ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ       
東  京 ﾁｰﾑ ﾋｰﾛｰｽﾞ      小58 ﾋｰﾛｰｽﾞ         蜂屋　陽萌      ﾊﾁﾔ ﾐﾓ          

京  都 コナミ八幡      小59 ｺﾅﾐﾔﾜﾀ         上田　愛子      ｳｴﾀﾞ ｱｲｺ        

 4 組
東  京 金町ＳＣ        小60 ｶﾅﾏﾁSC         飯田　愛心      ｲｲﾀﾞ ｱｺ         
東  京 三菱養和ＳＳ    中11 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       木津喜一花      ｷﾂﾞｷ ｲﾁｶ        
東  京 東京ＳＣ        小62 ﾄｳｷｮｳSC        秋原　埜安      ｱｷﾊﾗ ﾉｱﾝ        
神奈川 コナミ青葉台    小63 ｺﾅﾐｱｵﾊﾞ        本島　桜空      ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾗ        

東  京 藤村ＳＳ        中24 ﾌｼﾞﾑﾗSS        山﨑　千瑶      ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾖｳ       
茨  城 ﾙﾈｻﾝｽ竜ヶ崎     中15 ﾙﾈｻﾝｽﾘｭｳ       川上　諒子      ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳｺ       
東  京 金町ＳＣ        小66 ｶﾅﾏﾁSC         菊池　　晴      ｷｸﾁ ﾊﾙ          
東  京 東京ＳＣ        小57 ﾄｳｷｮｳSC        荒木　祥花      ｱﾗｷ ﾖｼｶ         
神奈川 ATSC.YW         小68 ATSC.YW        鈴木　莉緒      ｽｽﾞｷ ﾘｵ         
千  葉 ＢＩＧ木更津    小69 BIGｷｻﾗﾂﾞ       在原にいな      ｱﾘﾊﾗ ﾆｲﾅ        

 5 組
東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ府中       中20 ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾁｭ       待井ひなた      ﾏﾁｲ ﾋﾅﾀ         
京  都 コナミ伏見      中11 ｺﾅﾐﾌｼﾐ         佐藤　来海      ｻﾄｳ ｸﾙﾐ         
埼  玉 ｽｳｨﾝ大宮南      中22 SWｵｵﾐﾔﾐﾅ       亀井　涼子      ｶﾒｲ ﾘｮｳｺ        
埼  玉 スウィン大宮    高13 SWｵｵﾐﾔ         中村　天音      ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ        

神奈川 コナミ海老名    中24 ｺﾅﾐｴﾋﾞﾅ        曽根　裟月      ｿﾈ ｻﾂｷ          
兵  庫 赤穂ＳＳ        中35 ｱｺｳSS          舩本　愛子      ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ        
千  葉 コナミ津田沼    高16 ｺﾅﾐﾂﾀﾞﾇﾏ       松村　多恵      ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ         
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       中17 ｾ･ｳﾗﾔｽ         清水アマネ      ｼﾐｽﾞ ｱﾏﾈ        
東  京 東京ＳＣ        中38 ﾄｳｷｮｳSC        橋本季里香      ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ        
千  葉 コナミ津田沼    中29 ｺﾅﾐﾂﾀﾞﾇﾏ       大野　莉子      ｵｵﾉ ﾘｺ          
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 6 組
新  潟 日本文理        高10 ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ        鈴木　優里      ｽｽﾞｷ ﾕﾘ         
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       小61 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       鳥谷部真愛      ﾄﾔﾍﾞ ﾏﾅ         

千  葉 ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高32 ﾙ･ﾏｸﾊﾘ         梅澤　麻友      ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ        
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中13 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        椛島　千尋      ｶﾊﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ       
神奈川 NECGSC玉川     中34 NECGSC T       石井　美紗      ｲｼｲ ﾐｻ          
東  京 ドーム巣鴨      中35 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       古井丸日菜      ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ         
東  京 東京ＳＣ        高26 ﾄｳｷｮｳSC        金森　あい      ｶﾅﾓﾘ ｱｲ         
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中17 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        宮本　佳奈      ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ         

東  京 武蔵野中        中28 ﾑｻｼﾉ           松橋　麗華      ﾏﾂﾊｼ ﾚｲｶ        
鹿児島 Nb              中29 aaNb           有村　咲希      ｱﾘﾑﾗ ｻｷ         

 7 組
千  葉 ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高10 ﾙ･ﾏｸﾊﾘ         青島那有姫      ｱｵｼﾏ ﾅﾕｷ        
滋  賀 イトマン堅田    中21 ｲﾄﾏﾝｶﾀﾀ        兼田　真奈      ｶﾈﾀﾞ ﾏﾅ         
兵  庫 コナミ西宮      高32 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       山岡　千紋      ﾔﾏｵｶ ﾁｱｷ        

神奈川 ATSC.YW         高33 ATSC.YW        堀田明日香      ﾎﾘﾀ ｱｽｶ         
埼  玉 コナミ北浦和    高24 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       笹澤　　桃      ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ        
神奈川 湘南工大附      高25 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ       石﨑　美結      ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ       
神奈川 ATSC.YW         高16 ATSC.YW        竹内　華那      ﾀｹｳﾁ ｶﾅ         
東  京 ドーム巣鴨      中27 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       中野乃梨子      ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ         
栃  木 ＦーＢＩＧ      高28 F-BIG          笹原世玲菜      ｻｻﾊﾗ ｾﾚﾅ        

学関東 立教大          大29 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ       石森　瑞奈      ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ       

 8 組
東  京 三菱養和ＳＳ    中20 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       船越　彩椰      ﾌﾅｺｼ ｻﾔ         
東  京 ドーム巣鴨      中11 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       二宮　歌梨      ﾆﾉﾐﾔ ｶﾘﾝ        
東  京 東京ＤＣ桜台    中32 DCｻｸﾗﾀﾞｲ       上原みなみ      ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ        

東  京 ＦＩＲＳＴ      高23 FIRST          箭内美七海      ﾔﾅｲ ﾐﾅﾐ         
東  京 Ｓｔｙｌｅ１    高34 Style1         髙津　奈々      ﾀｶﾂ ﾅﾅ          
愛  知 コナミ杁中      中35 ｺﾅﾐｲﾘﾅｶ        神野　ゆめ      ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ         
学関東 日女子体育大    大26 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ        清水　美沙      ｼﾐｽﾞ ﾐｻ         
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中37 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       佐々木梨湖      ｻｻｷ ﾘｺ          
茨  城 タップ牛久      高38 ﾀｯﾌﾟｳｼｸ        余村　花梨      ﾖﾑﾗ ｶﾘﾝ         

千  葉 ﾙﾈｻﾝｽ銚子       高29 ﾙ･ﾁｮｳｼ         鈴木菜々花      ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ        

 9 組
神奈川 富士通          0 FUJITSU        若狭かな恵      ﾜｶｻ ｶﾅｴ         
千  葉 ﾙﾈｻﾝｽ銚子       高21 ﾙ･ﾁｮｳｼ         飯塚　千遥      ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ        
神奈川 ﾙﾈｻﾝｽ港南中    高12 ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       望月美優香      ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ       
神奈川 ﾙﾈｻﾝｽ港南中    中33 ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       川口　茉美      ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ        

神奈川 コナミ林間      高34 ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ        横溝　万波      ﾖｺﾐｿﾞ ｶｽﾞﾊ      
学関東 神奈川大        大15 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       国分　香奈      ｺｸﾌﾞﾝ ｶﾅ        
千  葉 柏洋・柏        6 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       藪　　仁美      ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ         
学関東 法政大          大17 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        熊谷　笑里      ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ       
東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中38 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        今野凜々香      ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ         
和歌山 和歌山北高校    高19 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ       武中香奈枝      ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ        

 10 組
愛  知 豊橋ＳＳ        高30 ﾄﾖﾊｼSS         野呂　優花      ﾉﾛ ﾕｳｶ          
東  京 武蔵野          高21 ﾑｻｼﾉ           有賀　寧々      ｱﾙｶﾞ ﾈﾈ         
神奈川 ATSC.YW         高32 ATSC.YW        森本　優香      ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ        
東  京 武蔵野          高33 ﾑｻｼﾉ           谷頭　　聖      ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ     

学関東 東洋大          大34 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        岩本　愛結      ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ         
千  葉 ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高25 ﾙ･ﾏｸﾊﾘ         込山　　瞳      ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ        
神奈川 ＳＡ新城        高26 SAｼﾝｼﾞｮｳ       上村華菜恵      ｶﾐﾑﾗ ｶﾅｴ        
東  京 ノムラＳ葛飾    中37 ﾉﾑﾗS           野村　京桜      ﾉﾑﾗ ｷｮｳｻｸﾗ      
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中38 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       栗山　百花      ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ        
神奈川 イトマン港北    高19 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       小林　　麗      ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ       
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 11 組
学関東 東洋大          大20 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        遠山ひかり      ﾄｵﾔﾏ ﾋｶﾘ        
学関東 筑波大          大41 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        平山友貴奈      ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ        

神奈川 ATSC.YW         大12 ATSC.YW        佐野　葉月      ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ         
学関東 筑波大          大33 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        岡野　圭穂      ｵｶﾉ ｶﾎ          
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高14 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       大内　紗雪      ｵｵｳﾁ ｻﾕｷ        
京  都 コパン宇治      中35 ｺﾊﾟﾝｳｼﾞ        池本　凪沙      ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ       
新  潟 新潟医福大職    6 NUHW           佐藤　　綾      ｻﾄｳ ｱﾔ          
学関東 筑波大          大17 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        住岡　叶夢      ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ        

東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       高38 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        山本茉由佳      ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ        
学関東 日女子体育大    大39 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲ        濱塚　杏珠      ﾊﾏﾂﾞｶ ｱﾝｼﾞｭ     


