
第４６回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
くろしおアリーナ                                  

スタートリスト

競技No.  7 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 土佐女子 152 浜口　　遙 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 中3
ﾄｻｼﾞｮｼ 中学 154 博田　れな ﾊｶﾀ ﾚﾅ 中2

153 中川　靖菜 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾅ 中2
151 大内　柚香 ｵｵｳﾁ ﾕｽﾞｶ 中3

4 大　道 1144 板井　真夏 ｲﾀｲ ﾏﾅﾂ 中2
ﾀﾞｲﾄﾞｳ 中学 1145 小林　美樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 中2

1146 松本　弥久 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｸ 中1
1143 氏家　彩花 ｳｼﾞｲｴ ｱﾔｶ 中3

5 愛大附属 1022 白石　瑞希 ｼﾗｲｼ ﾐｽﾞｷ 中3
ｴﾋﾒﾌｿﾞｸ 中学 1020 加藤　千歩 ｶﾄｳ ﾁﾎ 中3

1017 井上　沙理 ｲﾉｳｴ ｻﾘ 中3
1021 大濱　理子 ｵｵﾊﾏ ﾘｺ 中1

6 飯塚第一 968 佐田　敦子 ｻﾀ ｱﾂｺ 中3
ｲｲﾂﾞｶﾀﾞｲ 中学 969 大塚　由貴 ｵｵﾂｶ ﾕｷ 中3

970 本山　美里 ﾓﾄﾔﾏ ﾐｻﾄ 中3
971 前田　愛実 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅﾐ 中3

7 善通寺市立東 1031 安藤　実希 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｷ 中3
ｾﾞﾝﾂｳｼﾞﾋｶﾞｼ 中学 1037 高畑　えみ ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｴﾐ 中2

1043 今崎友里江 ｲﾏｻﾞｷ ﾕﾘｴ 中1
1042 西岡　里奈 ﾆｼｵｶ ﾘﾅ 中1
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競技No.  7 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2 三条市立第一 342 近江　里恵 ｵｳﾐ ﾘｴ 中3
ｻﾝｼﾞｮｳｲﾁ 中学 340 佐藤未奈実 ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 中1

343 鍵田　未樹 ｶｷﾞﾀ ﾐｷ 中2
341 鈴木　涼子 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｺ 中1

3 柏市立柏第二 873 島津　花菜 ｼﾏﾂﾞ ｶﾅ 中3
ｶｼﾜﾀﾞｲﾆ 中学 892 宮本　　葵 ﾐﾔﾓﾄ  ｱｵｲ 中2

913 和田真由香 ﾜﾀﾞﾏﾕｶ 中1
872 染谷　明奈 ｿﾒﾔ ｱｷﾅ 中3

4 船橋市立法田 900 植草　梨緒 ｳｴｸｻ ﾘｵ 中2
ﾌﾅﾊﾞｼﾎｳﾀﾞ 中学 902 松丸　美穂 ﾏﾂﾏﾙ ﾐﾎ 中2

901 小野あずさ ｵﾉ ｱｽﾞｻ 中2
865 小此木美和 ｵｺﾉｷﾞ ﾐﾜ 中3

5 矢本第二 478 渡邊みなみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 中2
ﾔﾓﾄﾀﾞｲﾆ 中学 480 佐藤　真鈴 ｻﾄｳ ﾏﾘﾝ 中1

477 今村　咲紀 ｲﾏﾑﾗ ｻｷ 中3
479 原田　真衣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 中2

6 松戸市立第三 886 渡辺明日香 ﾜﾀﾅﾍﾞｱｽｶ 中2
ﾏﾂﾄﾞｻﾝ 中学 887 恩田　　茜 ｵﾝﾀﾞ ｱｶﾈ 中2

885 大久保希美 ｵｵｸﾎﾞﾉｿﾞﾐ 中2
884 辰野　希衣 ﾀﾂﾉ ｷｴ 中2

7 福　山 1450 小笠原菜子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅｺ 中1
ﾌｸﾔﾏ 中学 1449 貝原　里奈 ｶｲﾊﾗ ﾘﾅ 中2

406 徳重　歩実 ﾄｸｼｹﾞ ｱﾕﾐ 中3
405 小野奈津実 ｵﾉ ﾅﾂﾐ 中3

8 八戸市立第二 449 佐山あずさ ｻﾔﾏ ｱｽﾞｻ 中1
ﾊﾁﾉﾍﾀﾞｲﾆ 中学 1452 類家　早乃 ﾙｲｹ ｻｷﾉ 中1

447 船越乃の佳 ﾌﾅｺｼ ﾉﾉｶ 中3
448 大久保香奈 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾅ 中3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 日大豊山女子 1140 安倍茉奈津 ｱﾍﾞ ﾏﾅﾂ 中3

ﾌﾞｻﾞﾝｼﾞｮ 中学 1139 西野ちづる ﾆｼﾉ ﾁﾂﾞﾙ 中3
1141 髙久　　彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 中3
1138 伊藤　安奈 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 中3

2 福岡長丘 978 越智早也佳 ｵﾁ ｻﾔｶ 中1
ﾅｶﾞｵｶ 中学 979 神山　菜穂 ｶﾐﾔﾏ ﾅﾎ 中1

980 當田みのり ﾄｳﾀﾞ ﾐﾉﾘ 中2
981 大野　結有 ｵｵﾉ ﾕｳ 中1

3 豊中第三 113 伏田つかさ ﾌｼﾀ ﾂｶｻ 中3
ﾄﾖﾅｶﾀﾞｲｻ 中学 114 宮内　章子 ﾐﾔｳﾁ ｱｷｺ 中1

116 伏田いずみ ﾌｼﾀ ｲｽﾞﾐ 中1
115 山本富美子 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐｺ 中1

4 陽　南 573 小林　瑞季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 中3
ﾖｳﾅﾝ 中学 575 梅原　綾子 ｳﾒﾊﾞﾗ ｱﾔｺ 中3

572 石井　玲生 ｲｼｲ ﾚｲ 中3
574 沼﨑　えり ﾇﾏｻﾞｷ ｴﾘ 中3

5 金沢市立額 291 保坂　　光 ﾎｻｶ ﾋｶﾘ 中1
ｶﾅｻﾞﾜﾇｶ 中学 290 辰田　真悠 ﾀﾂﾀﾞ ﾏﾕ 中1

289 吉田　唯香 ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 中3
292 林　　香奈 ﾊﾔｼ ｶﾅ 中2

6 堺・日置荘 144 安西　光紗 ｱﾝｻﾞｲ ｱﾘｻ 中2
ｻｶｲﾋｷｼｮｳ 中学 140 北川　愛美 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲﾐ 中3

143 樫木絵里香 ｶｼｷ ｴﾘｶ 中2
141 古川　美帆 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 中3

7 坊　勢 278 桂　　彩香 ｶﾂﾗ ｻﾔｶ 中3
ﾎﾞｳｾﾞ 中学 276 小林　　希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾐ 中2

280 古賀　千尋 ｺｶﾞ ﾁﾋﾛ 中3
279 森　　愛佳 ﾓﾘ ｱｲｶ 中3

8 広島市立安佐 1445 村上　絵美 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐ 中2
ﾋﾛｼﾏｱｻ 中学 352 松永　美樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐｷ 中3

353 辰巳　真衣香 ﾀﾂﾐ ﾏｲｶ 中2
351 上田祐企奈 ｳｴﾀﾞ ﾕｷﾅ 中3

9 千曲市立屋代 615 平林　綾香 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 中3
ﾔｼﾛ 中学 616 ミルズ梨沙 ﾐﾙｽﾞ ﾘｻ 中3

617 米山穂乃香 ﾖﾈﾔﾏ ﾎﾉｶ 中1
618 宮林　彩夏 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 中2

10 流山市立東部 875 笠原　眞絢 ｶｻﾊﾗ ﾏｱﾔ 中3
ﾅｶﾞﾚﾄｳﾌﾞ 中学 910 時枝ゆり子 ﾄｷｴﾀﾞﾕﾘｺ 中1

880 寺村　美樹 ﾃﾗﾑﾗ ﾐｷ 中3
895 高尾万悠子 ﾀｶｵﾏﾕｺ 中2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 神戸歌敷山 244 片山　萌子 ｶﾀﾔﾏ ﾓｴｺ 中2

ｳﾀｼｷﾔﾏ 中学 243 勝見　早希 ｶﾂﾐ ｻｷ 中3
240 高島　瞳美 ﾀｶｼﾏ ﾋﾄﾐ 中3
242 筒井　愛理 ﾂﾂｲ ｱｲﾘ 中3

2 一関市立山目 456 阿部　杜華 ｱﾍﾞ ﾓﾘｶ 中1
ｲﾜﾃﾔﾏﾉﾒ 中学 455 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 中3

454 小林あゆみ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 中3
457 橋本麻利百 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘﾓ 中1

3 新潟市立上山 316 山路　　栞 ﾔﾏｼﾞ ｼｵﾘ 中2
ｶﾐﾔﾏ 中学 315 和泉田理緒 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾘｵ 中2

314 田中　　結 ﾀﾅｶ ﾕｲ 中1
317 中村　　萌 ﾅｶﾑﾗ ﾓｴ 中3

4 千葉市小中台 861 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中3
ｺﾅｶﾀﾞｲ 中学 888 大和田瑛里 ｵｵﾜﾀﾞｴﾘ 中2

859 森田　理美 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾐ 中3
860 宮武　郁実 ﾐﾔﾀｹ ｲｸﾐ 中3

5 横浜市立西谷 702 菊地　真帆 ｷｸﾁ ﾏﾎ 中2
ﾖｺﾊﾏ･ﾆｼﾔ 中学 700 佐藤　千愛 ｻﾄｳ ﾕｷｴ 中2

701 菊地　真妃 ｷｸﾁ ﾏｷ 中2
703 大谷　彩香 ｵｵﾀﾆ ｻﾔｶ 中1

6 下松市立末武 766 山村　華加 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾅｶ 中3
ｽｴﾀｹ 中学 765 狩俣　早希 ｶﾘﾏﾀ ｻｷ 中3

764 古城　愛美 ｺｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ 中3
767 山村　望月 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 中2

7 鶴岡第四 539 粕谷　凪々 ｶｽﾔ ﾅﾅ 中1
ﾂﾙｵｶﾖﾝ 中学 537 佐藤　まや ｻﾄｳ ﾏﾔ 中3

540 伊藤奈瑠美 ｲﾄｳ ﾅﾙﾐ 中1
538 安中つぐみ ｱﾝﾅｶ ﾂｸﾞﾐ 中2

8 山梨英和 604 山本　真子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺ 中2
ﾔﾏﾅｼｴｲﾜ 中学 608 白須真利亜 ｼﾗｽ ﾏﾘｱ 中1

609 畑野ふぶき ﾊﾀﾉ ﾌﾌﾞｷ 中1
607 山下　友梨 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ 中1

9 湖西市立鷲津 169 内藤　令美 ﾅｲﾄｳ ﾚﾐ 中3
ﾜｼﾂﾞ 中学 171 木村　智世 ｷﾑﾗ ﾁｾ 中1

172 嶋村　亜美 ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ 中1
170 水野　真琴 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 中2

10 金沢市立清泉 288 堀　　紗羅 ﾎﾘ ｻﾗ 中1
ｾｲｾﾝ 中学 284 山脇　　梓 ﾔﾏﾜｷ ｱｽﾞｻ 中3

286 田嶋　哲実 ﾀｼﾞﾏ ｻﾄﾐ 中3
287 馬渡友佳里 ｳﾏﾜﾀﾘ ﾕｶﾘ 中1
Page: 4/7 Printing: 2006/08/22 8:58:50

静  岡

石  川

加　盟

神奈川

山  口

山  形

山  梨

兵  庫

岩  手

新  潟

千  葉



第４６回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
くろしおアリーナ                                  

スタートリスト

競技No.  7 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 川口戸塚西 1243 安藤　　栞 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｵﾘ 中2

ﾄﾂﾞｶﾆｼ 中学 1241 浜野　麻綾 ﾊﾏﾉ ﾏﾔ 中1
1242 曽山　弥映 ｿﾔﾏ ﾔｴ 中2
1244 根岸　春佳 ﾈｷﾞｼ ﾊﾙｶ 中3

2 三郷早稲田 1292 昆野　真弓 ｺﾝﾉ ﾏﾕﾐ 中2
ﾐｻﾄﾜｾﾀﾞ 中学 1291 大坪　麻里 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏﾘ 中3

1295 原　　杏奈 ﾊﾗ ｱﾝﾅ 中2
1294 照井　愛香 ﾃﾙｲ ｱｲｶ 中2

3 足立十四 1159 溝井　　萌 ﾐｿﾞｲ ﾓｴ 中2
ｱﾀﾞﾁｼﾞｭｳﾖﾝ 中学 1158 佐々木理花 ｻｻｷ ﾘｶ 中2

1156 山倉　千明 ﾔﾏｸﾗ ﾁｱｷ 中3
1160 地田　麻未 ﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 中1

4 打  越 1162 内藤由里恵 ﾅｲﾄｳ ﾕﾘｴ 中2
ｳﾁｺｼ 中学 1163 川上奈津季 ｶﾜｶﾐ ﾅﾂｷ 中2

1161 伊藤　　彩 ｲﾄｳ ｱﾔ 中3
1165 橋爪　友里 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕﾘ 中2

5 東京立正 1109 猪熊　亜美 ｲﾉｸﾏ ｱﾐ 中1
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼ 中学 1110 高柴　瑠衣 ﾀｶｼﾊﾞ ﾙｲ 中1

1112 牧田　　彩 ﾏｷﾀ ｱﾔ 中2
1111 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 中3

6 鴻巣赤見台 1300 手塚　成美 ﾃﾂﾞｶ ﾅﾙﾐ 中3
ｱｶﾐﾀﾞｲ 中学 1304 山田　神奈 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝﾅ 中2

1302 川島　久美 ｶﾜｼﾏ ｸﾐ 中2
1303 成田　咲希 ﾅﾘﾀ ｻｷ 中2

7 横浜市立富岡 708 栗田　真帆 ｸﾘﾀ ﾏﾎ 中2
ﾖｺﾊﾏﾄﾐｵｶ 中学 705 袴田　翔子 ﾊｶﾏﾀﾞ ｼｮｳｺ 中3

706 内田真祐美 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾕﾐ 中3
707 吉田ちあき ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ 中2

8 川崎市立東橘 723 海口　雪絵 ｶｲｸﾞﾁ ﾕｷｴ 中1
ﾋｶﾞｼﾀﾁﾊﾞﾅ 中学 720 石井　　歩 ｲｼｲ ｱﾕﾐ 中2

721 笹木　愛恵 ｻｻｷ ﾏﾅｴ 中2
722 石原　旭樹 ｲｼﾊﾗ ｱｻｷ 中1

9 淑徳巣鴨 1178 鎌田あすか ｶﾏﾀ ｱｽｶ 中1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞﾓ 中学 1176 永井　　舞 ﾅｶﾞｲ ﾏｲ 中2

1181 山本　菜摘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 中1
1179 久々宇邑乃 ｸｸﾞｳ ﾕﾉ 中1

10 品川女子学院 1107 角田　恵理 ﾂﾉﾀﾞ ｴﾘ 中1
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮ 中学 1108 岩田　　冴 ｲﾜﾀ ｻｴ 中1

1103 竹島　愛美 ﾀｹｼﾏ ｱﾐ 中3
1105 森　ひかり ﾓﾘ ﾋｶﾘ 中2
Page: 5/7 Printing: 2006/08/22 8:58:57

東  京

加　盟

埼  玉

神奈川

神奈川

東  京

埼  玉

東  京

東  京

東  京

埼  玉



第４６回全国中学校水泳競技大会                    
                                                  
くろしおアリーナ                                  

スタートリスト

競技No.  7 女子    400m   メドレーリレー   予選   7組 中学記録  4:13.60
大会記録  4:18.39

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 東金町 1154 島田　彩希 ｼﾏﾀﾞ ｻｷ 中1

ﾋｶﾞｼｶﾅﾏﾁ 中学 1153 宮田はるか ﾐﾔﾀ ﾊﾙｶ 中1
1155 矢島永梨奈 ﾔｼﾞﾏ ｴﾘﾅ 中1
1152 中村　　藍 ﾅｶﾑﾗ ｱｲ 中2

2 尚　絅 821 松尾　美鈴 ﾏﾂｵ ﾐｽｽﾞ 中1
ｼｮｳｹｲ 中学 834 松尾　美理 ﾏﾂｵ ﾐｻﾄ 中3

819 牛嶋　美月 ｳｼｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 中2
817 栃原　愛弓 ﾄﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ 中3

3 神戸市立西神 249 赤間江里佳 ｱｶﾏ ｴﾘｶ 中1
ｾｲｼﾝ 中学 250 岡田　佳子 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｺ 中1

251 岡本千代恵 ｵｶﾓﾄ ﾁﾖｴ 中1
246 相尾　友香 ｱｲｵ ﾕｶ 中3

4 つきみ野 741 乙藤　　泉 ｵﾄﾌｼﾞ ｲｽﾞﾐ 中2
ﾂｷﾐﾉ 中学 743 杉江　真紀 ｽｷﾞｴ ﾏｷ 中1

739 市村　浩美 ｲﾁﾑﾗ ﾋﾛﾐ 中3
740 髙田樹里亜 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾘｱ 中3

5 八王子陵南 1168 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中3
ﾘｮｳﾅﾝ 中学 1167 田實　毬沙 ﾀｼﾞﾂ ﾏﾘｻ 中3

1169 坂戸　里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 中3
1170 坂戸　希実 ｻｶﾄ ﾉｿﾞﾐ 中3

6 尼崎市立立花 255 竹田　有希 ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ 中3
ﾀﾁﾊﾞﾅ 中学 256 東本　　梓 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ｱｽﾞｻ 中3

254 藤原　えみ ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾐ 中3
260 東本　優香 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾕｶ 中1

7 小松川三 1126 大橋　　愛 ｵｵﾊｼ ｱｲ 中2
ｺﾏﾂｶﾞﾜｻﾝ 中学 1128 梁瀬　桃子 ﾔﾅｾ ﾓﾓｺ 中2

1127 坂本　朋美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 中2
1129 篠崎　　杏 ｼﾉｻﾞｷ ｱﾝｽﾞ 中1

8 仙台第一 475 渡邊　　愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 中1
ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲｲﾁ 中学 471 早坂　李穂 ﾊﾔｻｶ ﾘﾎ 中1

473 石井優美子 ｲｼｲ ﾕﾐｺ 中1
472 結城　育海 ﾕｳｷ ｲｸﾐ 中1

9 羽衣学園 137 松本　真希 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 中2
ﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｸ 中学 139 小田　成美 ｵﾀﾞ ﾅﾙﾐ 中1

134 小西  　杏 ｺﾆｼ ｱﾝ 中3
135 藤原　奈央 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵ 中3

10 観音寺中部 1032 山﨑　菜未 ﾔﾏｻｷ ﾅﾐ 中3
ｶﾝｵﾝｼﾞﾁｭｳﾌﾞ 中学 1039 眞鍋和歌子 ﾏﾅﾍﾞ ﾜｶｺ 中2

1034 横山　愛良 ﾖｺﾔﾏ ｱｲﾗ 中3
1033 林　　由梨 ﾊﾔｼ ﾕﾘ 中3
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7組
1 東京成徳大学 1116 木村　僚江 ｷﾑﾗ ﾄﾓｴ 中3

ﾄｳｷｮｳｾｲﾄ 中学 1114 井本　麻友 ｲﾓﾄ ﾏﾕ 中3
1117 林　　真弓 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾐ 中3
1115 大原　千明 ｵｵﾊﾗ ﾁｱｷ 中3

2 市立我孫子 879 小林あゆみ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 中3
ｱﾋﾞｺ 中学 894 佐藤　愛菜 ｻﾄｳ ｴﾅ 中2

909 方波見絵里奈 ｶﾀﾊﾞﾐ ｴﾘﾅ 中1
878 西山　佳子 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼｺ 中3

3 長岡市立宮内 332 高野　紗永 ﾀｶﾉ ｻｴ 中2
ﾅｶｵｶﾐﾔｳﾁ 中学 331 青柳　葉月 ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾂﾞｷ 中3

334 宮腰　美里 ﾐﾔｺｼ ﾐｻﾄ 中1
330 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 中1

4 桜  道 1148 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中3
ｻｸﾗﾐﾁ 中学 1150 山崎　瑞季 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 中3

1151 今井　有妃 ｲﾏｲ ﾕｷ 中3
1149 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中3

5 武蔵野 1123 加藤　由衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 中2
ﾑｻｼﾉ 中学 1122 渡辺　花純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾐ 中2

1120 荻野夕里弥 ｵｷﾞﾉ ﾕﾘﾔ 中3
1121 桜沢ライラ ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾗｲﾗ 中2

6 ﾙｰﾃﾙ学院 830 岡本　玲奈 ｵｶﾓﾄ ﾚﾅ 中2
ﾙｰﾃﾙ 中学 829 坂田　　紫 ｻｶﾀ ﾕｶﾘ 中2

827 島津　玲奈 ｼﾏﾂﾞ ﾚﾅ 中3
828 清田さおり ｷﾖﾀ ｻｵﾘ 中3

7 和洋国府台 870 佐藤志保里 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 中3
ﾜﾖｳ 中学 899 瀧上　真世 ﾀｷｼﾞｮｳ ﾏﾖ 中2

898 宍倉　夕映 ｼｼｸﾗ ﾕｴ 中2
869 田中　成美 ﾀﾅｶ ﾅﾙﾐ 中3

8 武庫川大附 253 山中　　萌 ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ 中2
ﾑｺｶﾞﾜﾀﾞｲ 中学 258 高津　弓奈 ﾀｶﾂ ﾕﾐﾅ 中3

257 河原　由梨 ｶﾊﾗ ﾕﾘ 中3
261 谷垣そのえ ﾀﾆｶﾞｷ ｿﾉｴ 中1

9 宮前平 727 柏木　佳津 ｶｼﾜｷﾞ ｶﾂﾞ 中2
ﾐﾔﾏｴﾀﾞｲﾗ 中学 725 平手　美帆 ﾋﾗﾃ ﾐﾎ 中3

726 人見さやか ﾋﾄﾐ ｻﾔｶ 中2
724 青木真亜弥 ｱｵｷ ﾏｱﾔ 中3

10 神戸市立小部 236 栄　　智美 ｻｶｴ ﾄﾓﾐ 中3
ｺｳﾍﾞｵﾌﾞ 中学 231 長谷川怜央奈 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｵﾅ 中2

239 木村　千穂 ｷﾑﾗ ﾁﾎ 中1
238 丸山里津子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾂｺ 中1
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