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水路 氏　名 所属名 学年

1組
1 4128 小野田真弓 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾕﾐ 浜松中部 ﾊﾏﾏﾂﾁｭｳﾌ 中3
2 5328 久保田有貴 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 旭陽 ｷｮｸﾖｳ 中3
3 8704 サガラ里奈 ｻｶﾞﾗ ﾘﾅ 国分舞鶴 ﾏｲﾂﾞﾙ 中2
4 627 村上  優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 習志野第四 ﾅﾗｼﾉﾀﾞｲ4 中2
5 2001 高林  杏奈 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ 佃 ﾂｸﾀﾞ 中2
6 630 松島  美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 東海大浦安 ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 中2
7 5327 福田  愛美 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾅﾐ 高美 ﾀｶﾐ 中1
8 4130 中内  美奈 ﾅｶｳﾁ ﾐﾅ 袋井南 ﾌｸﾛｲﾐﾅﾐ 中3
9 8703 福留  尚子 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾅｵｺ 鹿児島緑丘 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 中3

10 5555 前田  由衣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 神戸福田 ﾌｸﾀﾞ 中2

2組
1 893 藤本  紗綾 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ 荏原三 ｴﾊﾞﾗ3 中2
2 8042 西田  菜紗 ﾆｼﾀﾞ ﾅｻ 福岡平尾 ﾌｸｵｶﾋﾗｵ 中2
3 6807 白石  亜季 ｼﾗｲｼ ｱｷ 周南岐陽 ｼｭｳﾅﾝｷｮｳ 中3
4 468 佐々木菜摘 ｻｻｷ ﾅﾂﾐ 越谷富士 ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ 中2
5 449 橋本  千佳 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 飯能原市場 ﾊﾗｲﾁﾊﾞ 中3
6 6803 藤井    涼 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳ 下松末武 ｽｴﾀｹ 中3
7 2005 長谷部  咲 ﾊｾﾍﾞ ｻｷ 八戸湊 ﾊﾁﾉﾍﾐﾅﾄ 中3
8 89 三原麻奈美 ﾐﾊﾗ ﾏﾅﾐ 平塚中原 ﾋﾗﾂｶﾅｶﾊﾗ 中3
9 5557 長田  麻利 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾄ 三木緑が丘 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 中1

10 50 出内　悠紀 ﾃﾞｳﾁ ﾕｷ 川崎麻生 ｱｻｵ 中2

3組
1 899 佐藤亜沙美 ｻﾄｳ ｱｻﾐ 楢原 ﾅﾗﾊﾗ 中3
2 1209 田中  里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 岩見沢東光 ﾄｳｺｳ 中1
3 313 福岡    茜 ﾌｸｵｶ ｱｶﾈ 勢多富士見 ｾﾀﾌｼﾞﾐ 中2
4 39 深瀬美沙子 ﾌｶｾ ﾐｻｺ 横浜・大綱 ｵｵﾂﾅ 中3
5 845 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 東京陵南 ﾘｮｳﾅﾝ 中1
6 619 伊藤    瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 市川福栄 ﾌｸｴｲ 中3
7 629 渋谷香緒里 ｼﾌﾞﾔ ｶｵﾘ 市川市立第七 ｲﾁｶﾜﾅﾅ 中3
8 8009 鈴木  聡美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 福岡  遠賀 ﾌｸｵｶｵﾝｶﾞ 中2
9 869 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 品川女子学院 ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮ 中2

10 8008 伊藤  侑紀 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 大川東 ｵｵｶﾜﾋｶﾞｼ 中2
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