
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

2
神奈川 イトマン港北    小63 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       川島こころ      ｶﾜｼﾏ ｺｺﾛ        
千  葉 メガロス柏      小64 ﾒｶﾞﾛｽｶｼﾜ       山口　心優      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｳ       
東  京 セ・ときわ台    小55 ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ       阿部りり香      ｱﾍﾞ ﾘﾘｺ         
京  都 コナミ伏見      小56 ｺﾅﾐﾌｼﾐ         吉岡　咲和      ﾖｼｵｶ ｻﾜ         

7

8
9

 2 組
神奈川 神奈中ＳＳ      小60 ｶﾅﾁｭｳSS        中村みなみ      ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ        
茨  城 あかやまＳＳ    小61 ｱｶﾔﾏSS         伏木　美湊      ﾌｾｷﾞ ﾐﾅﾄ        
東  京 藤村ＳＳ        中12 ﾌｼﾞﾑﾗSS        渥美　千穂      ｱﾂﾐ ﾁﾎ          

東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中13 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        飯島　夕貴      ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ       
東  京 ＪＳＳ立石      中24 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       中25 ｾﾝﾄﾗﾙﾅﾙｾ       福井そよみ      ﾌｸｲ ｿﾖﾐ         
東  京 ＦＩＲＳＴ      小66 FIRST          川名　真央      ｶﾜﾅ ﾏﾋﾛ         
神奈川 神奈中ＳＳ      小67 ｶﾅﾁｭｳSS        升水優莉果      ﾏｽﾐｽﾞ ﾕﾘｶ       
東  京 セ・ときわ台    小68 ｾ･ﾄｷﾜﾀﾞｲ       服部　乙葉      ﾊｯﾄﾘ ｵﾄﾊ        

東  京 東京ＳＣ        小59 ﾄｳｷｮｳSC        荒木　祥花      ｱﾗｷ ﾖｼｶ         

 3 組
神奈川 コナミ天王町    中30 ｺﾅﾐﾃﾝﾉｳﾁ       泉原　凪沙      ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ      
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       中21 ｾ･ｳﾗﾔｽ         野田　佑風      ﾉﾀﾞ ｳﾗﾝ         
東  京 ｲﾄﾏﾝ昭和の森    高22 ｲﾄﾏﾝｼｮｳﾜ       牧野　愛夢      ﾏｷﾉ ｱﾑ          

神奈川 NECGSC溝の口  中33 NECGSC M       山本くるみ      ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ        
神奈川 横浜サクラ      高34 ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ        角田　桃香      ﾂﾉﾀﾞ ﾓﾓｶ        
大  阪 コナミ岸和田    高25 ｺﾅﾐｷｼﾜﾀﾞ       原　美都紀      ﾊﾗ ﾐﾂｷ          
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       高26 ｾ･ｳﾗﾔｽ         新井　美月      ｱﾗｲ ﾐﾂﾞｷ        
千  葉 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安       高17 ｾ･ｳﾗﾔｽ         森柄　花菜      ﾓﾘｴ ﾊﾅ          
東  京 Ｓｔｙｌｅ１    高38 Style1         髙津　奈々      ﾀｶﾂ ﾅﾅ          

神奈川 ｲﾄﾏﾝ永田台      中19 ｲﾄﾏﾝﾅｶﾞﾀ       中田圭帆子      ﾅｶﾀﾞ ｶﾎｺ        

 4 組
東  京 ドーム巣鴨      高10 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       工藤　南海      ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ        
兵  庫 コナミ西宮      高21 ｺﾅﾐﾆｼﾉﾐﾔ       梶野　千紗      ｶｼﾞﾉ ﾁｻ         
新  潟 ダッシュ三条    高22 ﾀﾞｯｼｭｻﾝｼ       原澤　珠緒      ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ        
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       中33 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       佐々木梨湖      ｻｻｷ ﾘｺ          

東  京 東京ＳＣ        中34 ﾄｳｷｮｳSC        松本　信歩      ﾏﾂﾓﾄ ｼﾎ         
学関東 東洋大          大25 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        片山　友希      ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ        
愛  知 コナミ杁中      中36 ｺﾅﾐｲﾘﾅｶ        神野　ゆめ      ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ         
学関東 日本体育大      大27 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        植野　爽音      ｳｴﾉ ｻﾔﾈ         
神奈川 NECGSC玉川     中38 NECGSC T       石井　美紗      ｲｼｲ ﾐｻ          
東  京 東京ＳＣ        高29 ﾄｳｷｮｳSC        長尾　有紗      ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ        

 5 組
長  野 佐久長聖        高20 ｻｸﾁｮｳｾｲ        井上　妃菜      ｲﾉｳｴ ﾋﾅ         
東  京 トピレック      高11 ﾄﾋﾟﾚｯｸ         小野寺はな      ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ        
学関東 神奈川大        大22 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       清田　栞那      ｷﾖﾀ ｶﾝﾅ         
学関東 神奈川大        大23 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       石川　穂波      ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ        

東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ府中       中24 ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾁｭ       内藤　万愛      ﾅｲﾄｳ ﾏﾅ         
学関東 法政大          大35 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ        湯尻　和佳      ﾕｼﾞﾘ ﾜｶ         
埼  玉 スウィン大宮    大26 SWｵｵﾐﾔ         曽根　沙月      ｿﾈ ｻﾂｷ          
千  葉 柏洋・柏        高37 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       真鍋　璃美      ﾏﾅﾍﾞ ﾘﾐ         
東  京 南光ＳＳ        高38 ﾅﾝｺｳSS         倉科　美月      ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ       
鹿児島 Ｋｉｔ          中29 Kitｻﾂﾏ         後野　真衣      ｳｼﾛﾉ ﾏｲ         
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 6 組
神奈川 日大藤沢        高20 ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ       山﨑　友萌      ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒﾐ       
埼  玉 コナミ北浦和    高31 ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ       細川　琴江      ﾎｿｶﾜ ｺﾄｴ        

千  葉 柏洋・柏        高32 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       柏崎　清花      ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ      
千  葉 柏洋・柏        3 ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ       藪　　仁美      ﾔﾌﾞ ﾋﾄﾐ         
学関東 東洋大          大24 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        中野　未夢      ﾅｶﾉ ﾐﾕ          
学九州 鹿屋体育大      大15 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ       小林　瑠那      ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ        
学関東 日本体育大      大16 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        菊地　愉友      ｷｸﾁ ﾕﾕ          
埼  玉 スウィン大教    高17 SWﾀﾞｲｷｮｳ       田嶋　玲奈      ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ         

学関東 東洋大          大18 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        末下　愛音      ﾏﾂｼﾀ ｱｲﾈ        
学関東 早稲田大        大39 ﾜｾﾀﾞﾀﾞｲ        志賀珠理奈      ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ       

 7 組
学関東 筑波大          大20 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        平田　茉穂      ﾋﾗﾀ ﾏﾎ          
愛  知 豊川高          高31 ﾄﾖｶﾜｺｳ         新野　杏奈      ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ         
神奈川 ATSC.YW         高22 ATSC.YW        佐々木杏奈      ｻｻｷ ｱﾝﾅ         

東  京 あいおいﾆｯｾｲ    3 ｱｲｵｲﾆｯｾｲ       小林　奈央      ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ        
東  京 東京ドーム      高34 T.ﾄﾞｰﾑ         長谷川涼香      ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ      
学中部 中京大          大25 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       相馬　あい      ｿｳﾏ ｱｲ          
学関東 筑波大          大46 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        平山友貴奈      ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ        
東  京 ミキハウス      7 ﾐｷﾊｳｽ          清水　咲子      ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ        
千  葉 ﾙﾈｻﾝｽ銚子       高28 ﾙ･ﾁｮｳｼ         飯塚　千遥      ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ        

千  葉 ﾙﾈｻﾝｽ幕張       高29 ﾙ･ﾏｸﾊﾘ         山川　唯巴      ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ        


