
スタートリスト
予選女子　 200m　背泳ぎ№77 5組

水路 加　盟 氏　名 所属名 学年

 1 組
0

埼  玉 スウィン鷲宮    中21 SWﾜｼﾐﾔ         酒井　　凌      ｻｶｲ ﾘｮｳ         

東  京 三菱養和ＳＳ    中22 ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ       木崎　京香      ｷｻﾞｷ ｷｮｳｶ       
東  京 コナミ西葛西    中13 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ       有川　萌結      ｱﾘｶﾜ ﾓﾕ         
神奈川 イトマン多摩    中14 ｲﾄﾏﾝﾀﾏ         宮根　芽生      ﾐﾔﾈ ﾒｲ          
神奈川 ヨコハマＳＣ    中15 ﾖｺﾊﾏSC         城藤　彩花      ｷﾄﾞｳ ｱﾔｶ        
東  京 ｲﾄﾏﾝ上石神井    中26 ｲﾄﾏﾝｶﾐｼｬ       前野　陽向      ﾏｴﾉ ﾋﾅﾀ         
神奈川 イトマン港北    中27 ｲﾄﾏﾝｺｳﾎｸ       佐藤ななみ      ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ         

埼  玉 ｽｳｨﾝ大宮西      中28 SWｵｵﾐﾔﾆｼ       武上紗也奈      ﾀｹｶﾞﾐ ｻﾔﾅ       
9

 2 組
東  京 アクラブ調布    中20 AQLUB CH       遠藤　　渚      ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ      
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高11 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       城戸　佑菜      ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ         
東  京 東京ＳＣ        高32 ﾄｳｷｮｳSC        石井　真歩      ｲｼｲ ﾏｱﾕ         

東  京 ＪＳＳ八王子    中33 JSSﾊﾁｵｳｼ       石田　瑠海      ｲｼﾀﾞ ﾙｶ         
和歌山 和歌山北高校    高24 ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ       山﨑　　光      ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ        
神奈川 ﾙﾈｻﾝｽ港南中    中25 ﾙ･ｺｳﾅﾝﾁｭ       須田　彩叶      ｽﾀﾞ ｻﾔｶ         
東  京 AQUA SWIM       高36 ｱｸｱｽｲﾑ         川原　結夏      ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｶ        
埼  玉 スウィン鷲宮    高27 SWﾜｼﾐﾔ         染谷　世奈      ｿﾒﾔ ｾﾅ          
神奈川 イトマン多摩    高18 ｲﾄﾏﾝﾀﾏ         其田明日香      ｿﾉﾀﾞ ｱｽｶ        

東  京 ﾙﾈｻﾝｽ亀戸       中19 ﾙ･ｶﾒｲﾄﾞ        宮本　佳奈      ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅ         

 3 組
神奈川 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟSC       高30 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟS       金指　柚香      ｶﾅｻｼ ﾕｳｶ        
東  京 Ａ＆Ａ西東京    中11 A&Aﾆｼﾄｳｷ       高橋　美波      ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ        
学関東 日本体育大      大12 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        竹内　澪乃      ﾀｹｳﾁ ﾐｵﾉ        

東  京 東京ＳＣ        高13 ﾄｳｷｮｳSC        片桐　珠実      ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ       
神奈川 ｲﾄﾏﾝ新百合丘    中14 ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ       市島　花音      ｲﾁｼﾏ ｶﾉﾝ        
熊  本 ベスト熊本      中25 ﾍﾞｽﾄｸﾏﾓﾄ       岡﨑　万智      ｵｶｻﾞｷ ﾏﾁ        
学関東 神奈川大        大26 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       河本　海音      ｺｳﾓﾄ ﾐｵ         
神奈川 イトマン多摩    中37 ｲﾄﾏﾝﾀﾏ         市地　颯華      ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ        
茨  城 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ鹿島  中28 Wﾒｲﾂｶｼﾏ        井田　真由      ｲﾀﾞ ﾏﾕ          

神奈川 ｲﾄﾏﾝ横須賀      中39 ｲﾄﾏﾝﾖｺｽｶ       鯉渕こころ      ｺｲﾌﾞﾁ ｺｺﾛ       

 4 組
東  京 コナミ西葛西    高20 ｺﾅﾐﾆｼｶｻｲ       石橋　春華      ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｶ       
学関東 筑波大          大11 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        杉山　華彩      ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ        
学関東 東洋大          大22 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        今井　彩香      ｲﾏｲ ｱﾔｶ         
東  京 ＪＳＳ八王子    高33 JSSﾊﾁｵｳｼ       小川　真菜      ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ         

東  京 ドーム巣鴨      高14 ﾄﾞｰﾑｽｶﾞﾓ       髙橋　萌加      ﾀｶﾊｼ ﾓｴｶ        
静  岡 浜名湖ＳＳ      中25 ﾊﾏﾅｺSS         伊藤亜香利      ｲﾄｳ ｱｶﾘ         
学関東 東洋大          大36 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        大久保安純      ｵｵｸﾎﾞ ｱｽﾞﾐ      
千  葉 ﾙﾈｻﾝｽ幕張       大37 ﾙ･ﾏｸﾊﾘ         渡邉　涼葉      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ      
学関東 神奈川大        大28 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       古林　毬菜      ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ      
学関東 日本体育大      大19 ﾆｯﾀｲﾀﾞｲ        須藤　美里      ｽﾄｳ ﾐｻﾄ         

 5 組
学関東 筑波大          大30 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        西脇　怜奈      ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ         
兵  庫 ＪＳＳ宝塚      高31 JSSﾀｶﾗﾂﾞ       白井　璃緒      ｼﾗｲ ﾘｵ          
埼  玉 ｽｳｨﾝ南越谷      高12 SWﾅﾝｺｼ         酒井　夏海      ｻｶｲ ﾅﾂﾐ         
学関東 神奈川大        大43 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       後藤真由子 ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ        

東  京 ANAAS           4 ANAAS          赤瀬紗也香      ｱｶｾ ｻﾔｶ         
学中部 中京大          大45 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞ       高橋　美紀      ﾀｶﾊｼ ﾐｷ         
神奈川 湘南工大附      高26 ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ       小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ         
学関東 東洋大          大27 ﾄｳﾖｳﾀﾞｲ        渡邊　　彩      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ        
学関東 神奈川大        大38 ｶﾅｶﾞﾜﾀﾞｲ       寺本　瑠美      ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ         
学関東 筑波大          大39 ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ        齋藤ゆり子      ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ        


