
第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2 城南静岡 11009 西村　眞未 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾐ 高1
Jｼｽﾞｵｶ 高校 11010 石田安梨沙 ｲｼﾀﾞ ｱﾘｻ 高3

11011 齊藤　千聖 ｻｲﾄｳ ﾁｻﾄ 高2
11008 山本　祥代 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁﾖ 高1

3 飛龍高校 10997 瀬戸　　忍 ｾﾄ ｼﾉﾌﾞ 高1
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 10999 川口　麻美 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｻﾐ 高3

11000 竹島　聖華 ﾀｹｼﾏ ｾｲｶ 高2
10996 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高1

4 成増ロンド 10639 松井　聡子 ﾏﾂｲ ｻﾄｺ 中3
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 10642 尾上　遥奈 ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 中1

10641 渡辺　孝美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾐ 高1
10640 西脇沙由里 ﾆｼﾜｷ ｻﾕﾘ 高2

5 上越正和ＳＳ 10923 外山　　彩 ﾄﾔﾏ ｱﾔ 中1
ｼﾞｮｳｴﾂｾｲ 10926 藤野　友規 ﾌｼﾞﾉ ﾕｷ 中2

10925 山川　千夏 ﾔﾏｶﾜ ﾁﾅﾂ 高1
10924 佐藤由佳里 ｻﾄｳ ﾕｶﾘ 高1

6 市立尼崎高校 11345 勝見　英里 ｶﾂﾐ ｴﾘ 高1
ｲﾁｱﾏｶﾞｻｷ 高校 11349 竹内　　綾 ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 高1

11342 垣谷真紀子 ｶｷﾀﾆ ﾏｷｺ 高3
11346 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高2

7

8
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 日大藤沢 10725 村上　有実 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾐ 高1

ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 10715 仲倉理亜子 ﾅｶｸﾗ ﾘｱｺ 高2
10726 大熊　杏奈 ｵｵｸﾏ ｱﾝﾅ 高1
10723 新名　宏美 ﾆｲﾅ ﾋﾛﾐ 高1

2 金田ＳＣ 10471 高柳　玲子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾚｲｺ 高2
ｶﾈﾀﾞSC 高校 10478 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高1

10476 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高2
10475 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 高1

3 都・駒場 10432 根本　美里 ﾈﾓﾄ ﾐｻﾄ 高2
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 10436 土方なつき ﾋｼﾞｶﾀ ﾅﾂｷ 高2

10433 小宮　亜弓 ｺﾐﾔ ｱﾕﾐ 高2
10434 村井亜紗子 ﾑﾗｲ ｱｻｺ 高2

4 愛知淑徳高 11036 竹迫　麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高2
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 11034 早瀬実可子 ﾊﾔｾ ﾐｶｺ 高2

11032 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高2
11037 坪内　　彩 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔ 高2

5 ＳＣ田原本 棄権
SCﾀﾜﾗﾓﾄ

6 ル・両国 10586 柴田　　和 ｼﾊﾞﾀ ｲﾂﾞﾐ 中3
ﾙ･ﾘｮｳｺﾞｸ 10589 林　可奈子 ﾊﾔｼ ｶﾅｺ 高3

10587 赤尾　紀江 ｱｶｵ ﾉﾘｺ 中2
10588 飯島久美子 ｲｲｼﾞﾏ ｸﾐｺ 高2

7 Ｓアカデミ－ 10795 酒井　美咲 ｻｶｲ ﾐｻｷ 中3
Sｱｶﾃﾞﾐｰ 10798 石原　優紀 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 高1

10793 海口　綾乃 ｶｲｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 高2
10799 大野　未知 ｵｵﾉ ﾐﾁ 中1

8 豊川高 11114 近藤　理紗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 11119 辻　亜由美 ﾂｼﾞ ｱﾕﾐ 高2

11116 松下絵里奈 ﾏﾂｼﾀ ｴﾘﾅ 高1
11124 鈴木　友麻 ｽｽﾞｷ ﾕﾏ 高1
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 アクアマリン 10653 樋熊　彩美 ﾋｸﾞﾏ ｱﾔﾐ 高2

ｱｸｱﾏﾘﾝ 10652 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 中3
10650 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高2
10646 亀田　　萌 ｶﾒﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 高1

2 盛岡南高校 10030 佐々木友恵 ｻｻｷ ﾄﾓｴ 高1
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 10032 藤野　香結 ﾌｼﾞﾉ ｶﾕ 高2

10031 田鎖ななえ ﾀｸｻﾘ ﾅﾅｴ 高2
10033 平賀ちさと ﾋﾗｶ ﾁｻﾄ 高1

3 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 11441 野村　　彩 ﾉﾑﾗ ｱﾔ 高2
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 高校 11439 中道　志帆 ﾅｶﾐﾁ ｼﾎ 高1

11440 福本　　彩 ﾌｸﾓﾄ ｱﾔ 高2
11437 奥田麻里奈 ｵｸﾀﾞ ﾏﾘﾅ 高1

4 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 10679 大橋　　舞 ｵｵﾊｼ ﾏｲ 中3
ｾ･ﾌﾁｭｳ 10678 斉藤　美雪 ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 中2

10677 広瀬　歩美 ﾋﾛｾ ｱﾕﾐ 高3
10675 恩田　一実 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 高2

5 イトマン矢板 10199 市川　綾花 ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ 高2
ｲﾄﾏﾝﾔｲﾀ 10201 清水　咲子 ｼﾐｽﾞ ｻｷｺ 中1

10202 滝沢　　薫 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｵﾙ 高1
10200 秋元　彩香 ｱｷﾓﾄ ｻｲｶ 中2

6 山形ＤＣ 10119 高橋　理紗 ﾀｶﾊｼ ﾘｻ 高3
ﾔﾏｶﾞﾀDC 10122 庄司ひかり ｼｮｳｼﾞ ﾋｶﾘ 高3

10121 山本　聖子 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺ 中3
10118 古頭　奈美 ﾌﾙﾄｳ ﾅﾐ 高1

7 京都外大西高 11176 杉江ちひろ ｽｷﾞｴ ﾁﾋﾛ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 11175 岡本佐知子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ 高2

11182 平岡　千裕 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 高1
11177 村上　　舞 ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ 高2

8 初芝ＳＳ 11293 安西　汐梨 ｱﾝｻﾞｲ ｼｵﾘ 中3
ﾊﾂｼﾊﾞSS 11292 上辻　　葵 ｳｴﾂｼﾞ ｱｵｲ 中3

11291 浜田枝里子 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾘｺ 高1
11294 尾曲　千春 ｵﾏｶﾞﾘ ﾁﾊﾙ 中3
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 イトマン守口 11281 片山　美穂 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾎ 高2

ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 高校 11282 久保田有貴 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 高1
11649 斉藤　貴子 ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ 高3
11650 大山　紀子 ｵｵﾔﾏ ｷｺ 高1

2 ｲﾄﾏﾝ東伏見 10458 伊藤　　咲 ｲﾄｳ ｻｷ 高1
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 10461 篠宮　千夏 ｼﾉﾐﾔ ﾁﾅﾂ 中3

10459 原　さやか ﾊﾗ ｻﾔｶ 高3
10464 大日方春菜 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾅ 高2

3 Ｆ－ＢＩＧ 10188 小関　夏奈 ｵｾﾞｷ ｶﾅ 小5
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞ 10192 大川原沙苗 ｵｵｶﾜﾗ ｻﾅｴ 高3

10191 清水　理恵 ｼﾐｽﾞ ﾘｴ 高3
10194 鈴木　翔子 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ 高1

4 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10532 青木　恵美 ｱｵｷ ｴﾐ 高1
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10527 小川　眞朋 ｵｶﾞﾜ ﾏﾎ 中2

10523 菊地ゆめみ ｷｸﾁ ﾕﾒﾐ 中3
10535 池永早弥佳 ｲｹﾅｶﾞ ｻﾔｶ 高3

5 ＮＩＳＰＯ 11378 藤嶋　冬美 ﾌｼﾞｼﾏ ﾌﾕﾐ 中3
NISPO 11375 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 高1

11372 幸内　綾香 ｺｳｳﾁ ｱﾔｶ 高3
11374 上月　智尋 ｺｳﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ 高3

6 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 10591 窪田　麻里 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘ 中2
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 10593 川田　夏海 ｶﾜﾀ ﾅﾂﾐ 高2

10590 関口真美子 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾐｺ 高1
10594 冨樫　愛美 ﾄｶﾞｼ ｱｲﾐ 中3

7 横河ＳＣ 10567 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高2
ﾖｺｶﾞﾜSC 10568 小山　絵里 ｺﾔﾏ ｴﾘ 中2

10570 土方かおり ﾋｼﾞｶﾀ ｶｵﾘ 中3
10569 田中　綾音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 高1

8 ＫＳＧ徳山 11510 隅　　彰子 ｽﾐ ｱｷｺ 高1
KSGﾄｸﾔﾏ 11514 白石　亜季 ｼﾗｲｼ ｱｷ 高1

11511 狩俣　有希 ｶﾘﾏﾀ ﾕｷ 高1
11512 小林　幸加 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｶ 中3
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 福島ＳＳ 10161 栃窪　歩実 ﾄﾁｸﾎﾞ ｱﾕﾐ 高3

ﾌｸｼﾏSS 高校 10158 加藤　　和 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ 高1
10157 安田　千晶 ﾔｽﾀﾞ ﾁｱｷ 高3
10159 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高2

2 イトマン守谷 10177 島添　紗妃 ｼﾏｿﾞｴ ｻｷ 中3
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 10178 鈴木　愛未 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 高1

10175 三原　未夕 ﾐﾊﾗ ﾐﾕ 中2
10176 三田寺加奈 ﾐﾀﾃﾞﾗ ｶﾅ 中1

3 太成学院大高 11234 吉川　元子 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄｺ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 11245 坪野　若菜 ﾂﾎﾞﾉ ﾜｶﾅ 高3

11241 松田奈穂子 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾎｺ 高1
11236 肱岡紗也佳 ﾋｼﾞｵｶ ｻﾔｶ 高2

4 ＢＳＳ古賀 11599 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ 中3
BSSｺｶﾞ 中学 11600 松本　千鶴 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 中3

11603 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 中3
11602 川尾有莉沙 ｶﾜｵ ｱﾘｻ 中3

5 藤村ＳＳ 10543 堤　　唯香 ﾂﾂﾐ ﾕｲｶ 中3
ﾌｼﾞﾑﾗSS 10541 山崎　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高2

10542 中島　静香 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｶ 高3
10544 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高2

6 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10764 岡崎　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高2
ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ 10769 深瀬美沙子 ﾌｶｾ ﾐｻｺ 高1

10770 田所　　遥 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ 中3
10768 小林　涼華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 高2

7 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 10850 谷川　あさ ﾀﾆｶﾜ ｱｻ 中2
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 中学 10856 泉水　春香 ｾﾝｽｲ ﾊﾙｶ 中2

10852 岡田　　愛 ｵｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 中3
10855 三森　優衣 ﾐﾂﾓﾘ ﾕｲ 中2

8 ＪＳＳ八王子 10664 熊沢　歩美 ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 高2
JSSﾊﾁｵｳｼ 10666 佐藤亜沙美 ｻﾄｳ ｱｻﾐ 高1

10668 市川あさひ ｲﾁｶﾜ ｱｻﾋ 高2
10667 山咲　佑奈 ﾔﾏｻｸ ﾕｳﾅ 中3
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 東邦高 11055 有田　真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高2

ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 11059 萩原　亜衣 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｲ 高1
11058 谷川　麻美 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高1
11056 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高2

2 ユアー蕨 10332 倉持佑実子 ｸﾗﾓﾁ ﾕﾐｺ 高2
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 922 白取奈津美 ｼﾗﾄﾘ ﾅﾂﾐ 中1

10331 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高2
10334 齋藤　歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 高1

3 Nalu Aquatic 10380 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中2
NaluAC 10383 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 中3

10381 小田中　彩 ｵﾀﾞﾅｶ ｱﾔ 高1
10382 森田　麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ 高1

4 フィッツＳＣ 10877 柿沼　鈴奈 ｶｷﾇﾏ ﾚｲﾅ 高2
ﾌｨｯﾂSC 高校 10884 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 高1

10886 飯窪　麻未 ｲｲｸﾎﾞ ﾏﾐ 高3
10879 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高2

5 イトマン東海 11054 鈴川　麻美 ｽｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ 中3
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 11053 福岡もえみ ﾌｸｵｶ ﾓｴﾐ 高2

11052 大井　菜美 ｵｵｲ ﾅﾐ 中3
11051 沖田　千波 ｵｷﾀ ﾁﾅﾐ 中3

6 秋田ＡＣ 10088 久保木　怜 ｸﾎﾞｷ ﾚｲ 中3
ｱｷﾀAC 10090 小林明日香 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 中1

10089 小柳由美子 ｵﾔﾅｷﾞ ﾕﾐｺ 高2
10091 長谷川　茜 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｶﾈ 高2

7 イトマン昭島 10660 中野　里美 ﾅｶﾉ ｻﾄﾐ 高3
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 10656 高橋　智香 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ 高2

10659 大矢　　遥 ｵｵﾔ ﾊﾙｶ 中3
10658 三輪　愛実 ﾐﾜ ﾏﾅﾐ 高1

8 九州女子高校 11568 清水　桜子 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗｺ 高2
ｷｭｳｼﾞｮ 高校 11570 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 高2

11571 廣瀬　由佳 ﾋﾛｾ ﾕｶ 高1
11569 樋口明日香 ﾋｸﾞﾁ ｱｽｶ 高2
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.141 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 日本記録  3:57.62
ＣＳ                大会記録  4:06.07

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
1 オリエントＳ 11089 井ノ下亜美 ｲﾉｼﾀ ｱﾐ 高2

ｵﾘｴﾝﾄSC 11094 木村　奈菜 ｷﾑﾗ ﾅﾅ 高2
11092 手嶋　花絵 ﾃｼﾏ ﾊﾅｴ 中3
11093 足立　陽子 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｺ 中3

2 桐蔭学園 10738 田中　梨沙 ﾀﾅｶ ﾘｻ 高2
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 10740 八木　春佳 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 高1

10734 首藤ゆかり ｽﾄｳ ﾕｶﾘ 高2
10735 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高2

3 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 10406 入田津久詩 ｲﾘﾀ ﾂｸｼ 高3
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ 10404 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 中3

10405 川上亜也加 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｶ 高3
10400 高橋　諒帆 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾎ 高2

4 イトマン 11267 吾郷　　渚 ｱｺﾞｳ ﾅｷﾞｻ 高1
ｲﾄﾏﾝ 高校 11259 島田　彩香 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 高3

11256 中村　望美 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾐ 高2
11249 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高1

5 東京ＳＣ 10512 矢ケ崎萌美 ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ 中3
ﾄｳｷｮｳSC 10506 大島　　京 ｵｵｼﾏ ﾐﾔｺ 中3

10518 高橋　彩可 ﾀｶﾊｼ ｻｲｶ 中3
10503 秦　　仁美 ﾊﾀ ﾋﾄﾐ 高3

6 愛み大瑞穂高 11047 金山あゆみ ｶﾅﾔﾏ ｱﾕﾐ 高1
ﾐｽﾞﾎｺｳｺｳ 高校 11049 水谷　優花 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｶ 高1

11046 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高1
11048 小穴　夏美 ｺｱﾅ ﾅﾂﾐ 高2

7 枚方ＳＳ 11309 岡田　智香 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 中3
ﾋﾗｶﾀSS 11305 川上　紗季 ｶﾜｶﾐ ｻｷ 高1

11304 田淵　まや ﾀﾌﾞﾁ ﾏﾔ 高1
11307 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 高1

8 西城陽高校 11186 羽生　　薫 ﾊﾆｭｳ ｶｵﾙ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 11187 浦井　　里 ｳﾗｲ ｻﾄ 高2

11197 堤　　愛奈 ﾂﾂﾐ ｱｲﾅ 高1
11189 近藤　理英 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｴ 高1
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