
平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   7組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 札幌静修 48 沼田　麻衣 ﾇﾏﾀ ﾏｲ 高1
ｻｯﾎﾟﾛｾｲｼｭｳ 高校 47 中上　真実 ﾅｶｶﾞﾐ ﾏﾐ 高2

46 大坂　正子 ｵｵｻｶ ﾏｻｺ 高2
44 松本　小葉 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾖ 高3

4 八幡浜 977 中岡しおり ﾅｶｵｶ ｼｵﾘ 高1
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 973 宮川　比呂 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾛ 高2

976 川崎亜由美 ｶﾜｻｷ ｱﾕﾐ 高1
978 田中美菜子 ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 高2

5 美作 873 小林　美希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 高2
ﾐﾏｻｶ 高校 871 春名　鮎美 ﾊﾙﾅ ｱﾕﾐ 高2

874 岸本　　舞 ｷｼﾓﾄ ﾏｲ 高1
872 原田　愛弓 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 高2

6 松江南 860 佐々木恵里 ｻｻｷ ｴﾘ 高1
ﾏﾂｴﾐﾅﾐ 高校 858 平元　翔子 ﾋﾗﾓﾄ ｼｮｳｺ 高2

859 小笠原　唯 ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾕｲ 高1
861 舟木　智美 ﾌﾅｷ ｻﾄﾐ 高1

7 新居浜西 965 曽我部志帆 ｿｶﾞﾍﾞ ｼﾎ 高3
ﾆｲﾊﾏﾆｼ 高校 963 星加　真帆 ﾎｼｶ ﾏﾎ 高1

962 高津　綾香 ﾀｶﾂ ｱﾔｶ 高3
964 石川　真衣 ｲｼｶﾜ ﾏｲ 高1

8 尚志学園 42 源　　茉由 ﾐﾅﾓﾄ ﾏﾕ 高2
ｼｮｳｼｶﾞｸｴﾝ 高校 43 松田　百加 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓｶ 高1

40 高井　愛実 ﾀｶｲ ﾏﾅﾐ 高2
41 山中　理恵 ﾔﾏﾅｶ ﾘｴ 高2
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   7組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1

2

3 新津 265 野口　幸香 ﾉｸﾞﾁ ｻﾁｶ 高2
ﾆｲﾂ 高校 264 豊島　由梨 ﾄﾖｼﾏ ﾕﾘ 高1

262 高橋久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 高2
263 千葉　優美 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐ 高2

4 利府 114 東瀬由希菜 ﾄｳｾ ﾕｷﾅ 高3
ﾘﾌ 高校 111 三浦　　悠 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 高1

112 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 高3
113 早坂　みく ﾊﾔｻｶ ﾐｸ 高3

5 市立尼崎 694 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高3
ｲﾁｱﾏ 高校 693 市場　　愛 ｲﾁﾊﾞ ｱｲ 高3

700 瀬津佳名子 ｾﾂ ｶﾅｺ 高1
698 尾崎　智恵 ｵｻｷ ﾁｴ 高2

6 大垣商業 519 竹中  まい ﾀｹﾅｶ ﾏｲ 高3
ｵｵｶﾞｷｼｮｳｷﾞｮｳ 高校 524 名和  志真 ﾅﾜ ｼﾏ 高1

522 西村  香織 ﾆｼﾑﾗ ｶｵﾘ 高1
523 堀江みゆき ﾎﾘｴ ﾐﾕｷ 高1

7 狭山ヶ丘 1540 阿部真里奈 ｱﾍﾞ ﾏﾘﾅ 高2
ｻﾔﾏｶﾞｵｶ 高校 1550 田中　友梨 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 高3

1545 久保田　葵 ｸﾎﾞﾀ ｱｵｲ 高3
1546 小野　由貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 高3

8 札幌大谷 53 入部　早紀 ｲﾘﾍﾞ ｻｷ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀﾆ 高校 56 松田　未央 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｵ 高2

58 澤口　汐美 ｻﾜｸﾞﾁ ｼｵﾐ 高2
57 中島　彩乃 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 高2
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   7組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 福翔 1065 小島美恵子 ｺｼﾞﾏ ﾐｴｺ 高1

ﾌｸｼｮｳ 高校 1064 下大迫美恵 ｼﾓｵｵｻｺ ﾖｼｴ 高2
1066 小栁　　舞 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 高1
1063 谷口実雅子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｶｺ 高2

2 城南静岡 378 牧野  祥子 ﾏｷﾉ ｻﾁｺ 高2
ｼﾞｮｳﾅﾝｼｽﾞｵｶ 高校 379 薩川  絢恵 ｻﾂｶﾜ ｱﾔｴ 高1

537 斉藤　千聖 ｻｲﾄｳ ﾁｻﾄ 高3
377 山本  祥代 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾁﾖ 高2

3 鹿児島実業 1125 榎田　　渚 ｴﾉｷﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 高3
ｶｺﾞｼﾏｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1129 日高　真美 ﾋﾀﾞｶ ﾏﾐ 高1

1127 岩下　彩乃 ｲﾜｼﾀ ｱﾔﾉ 高2
1128 百崎　友紀 ﾓﾓｻﾞｷ ﾕｷ 高2

4 ルーテル学院 1148 久保田真由 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾕ 高1
ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 1147 橋本　　令 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲ 高1

1145 松尾　千里 ﾏﾂｵ ﾁｻﾄ 高2
1144 濵田　聖美 ﾊﾏﾀﾞ ｷﾖﾐ 高3

5 鶴見女子 1399 伊藤　　華 ｲﾄｳ ﾊﾅ 高3
ﾂﾙﾐｼﾞｮｼ 高校 1404 小林　涼華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶ 高3

1403 小林　彩華 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 高3
1402 岡﨑　　舞 ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 高3

6 豊川 497 鈴木  友麻 ｽｽﾞｷ ﾕﾏ 高2
ﾄﾖｶﾜ 高校 498 近藤  理紗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 高2

499 都築  咲子 ﾂﾂﾞｷ ｻｷｺ 高1
826 今泉　舞香 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｲｶ 高2

7 市立沼田 909 神谷　明子 ｶﾐﾀﾆ ｱｷｺ 高2
ﾇﾏﾀ 高校 914 中岡　洋子 ﾅｶｵｶ ﾖｳｺ 高1

913 近永　有似 ﾁｶﾅｶﾞ ﾕﾆ 高1
910 西岡真奈美 ﾆｼｵｶ ﾏﾅﾐ 高2

8 愛産大三河 474 森  あやな ﾓﾘ ｱﾔﾅ 高3
ｱｲｻﾝﾀﾞｲﾐｶﾜ 高校 476 久永  智美 ﾋｻﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ 高1

475 田井あゆ美 ﾀｲ ｱﾕﾐ 高3
477 足立  陽子 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｺ 高1

9 橘 186 櫛田　麻衣 ｸｼﾀﾞ ﾏｲ 高3
ﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 188 瀬戸　沙織 ｾﾄ ｻｵﾘ 高3

187 高橋めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 高3
189 福地　朋子 ﾌｸﾁ ﾄﾓｺ 高2

10 佐久長聖 308 小澤　理沙 ｵｻﾞﾜ ﾘｻ 高3
ｻｸﾁｮｳｾｲ 高校 309 西澤恵里香 ﾆｼｻﾞﾜ ｴﾘｶ 高3

310 竹内沙也佳 ﾀｹｳﾁ ｻﾔｶ 高3
306 宮坂　　翠 ﾐﾔｻｶ ﾐﾄﾞﾘ 高2
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   7組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 中京大中京 442 山下奈那子 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅｺ 高2

ﾁｭｳｷｮｳ 高校 444 沖田  千波 ｵｷﾀ ﾁﾅﾐ 高1
443 戸神  有砂 ﾄｶﾞﾐ ｱﾘｻ 高1
438 鈴木  遥香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 高3

2 都立駒場 1204 関　　優花 ｾｷ ﾕｶ 高1
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 1206 栗真　千里 ｸﾘﾏ ﾁｻﾄ 高1

1211 村井亜紗子 ﾑﾗｲ ｱｻｺ 高3
1213 土方なつき ﾋｼﾞｶﾀ ﾅﾂｷ 高3

3 川崎橘 1458 上村　幸菜 ｳｴﾑﾗ ﾕｷﾅ 高3
ｶﾜｻｷﾀﾁﾊﾞﾅ 高校 1465 野崎　友里 ﾉｻﾞｷ ﾕﾘ 高1

1457 小野寺結香 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｶ 高2
1449 宇野　春香 ｳﾉ ﾊﾙｶ 高3

4 武蔵野 1268 林　ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 高2
ﾑｻｼﾉ 高校 1264 青木　恵美 ｱｵｷ ｴﾐ 高2

1259 桑端　幸永 ｸﾜﾊﾞﾀ ｻｷｴ 高2
1260 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 高2

5 愛み大瑞穂 405 福嶋  沙織 ﾌｸｼﾏ ｻｵﾘ 高1
ｱｲﾐﾀﾞｲﾐｽﾞﾎ 高校 406 加藤さゆり ｶﾄｳ ｻﾕﾘ 高1

402 小穴  夏美 ｺｱﾅ ﾅﾂﾐ 高3
403 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高2

6 鶴岡工業 159 今井　幸美 ｲﾏｲ ﾕﾐ 高3
ﾂﾙｵｶｺｳｷﾞｮｳ 高校 165 剱持　紀子 ｹﾝﾓﾁ ﾉﾘｺ 高1

158 阿部　結佳 ｱﾍﾞ ﾕｲｶ 高3
161 五瓶　利沙 ｺﾞﾍｲ ﾘｻ 高2

7 成田 1617 井黒　恵理 ｲｸﾞﾛ ｴﾘ 高1
ﾅﾘﾀ 高校 1626 中野　彩望 ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ 高1

1618 吉井　莉恵 ﾖｼｲ ﾘｴ 高3
1625 大谷　　愛 ｵｵﾀﾆ ｱｲ 高2

8 山梨学院 1486 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 高2
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲﾝ 高校 1482 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高3

1485 清水　一葉 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾊ 高3
1484 須藤あゆ美 ｽﾄﾞｳ ｱﾕﾐ 高1

9 和歌山北 751 高出　未来 ﾀｶﾃﾞ ﾐｸ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 749 有本麻衣那 ｱﾘﾓﾄ ﾏｲﾅ 高3

750 北野　まゆ ｷﾀﾉ ﾏﾕ 高2
785 津村　紗希 ﾂﾑﾗ ｻｷ 高3

10 九段 1201 今成　良美 ｲﾏﾅﾘ ﾖｼﾐ 高1
ｸﾀﾞﾝ 高校 1200 香野　咲紀 ｺｳﾉ ｻｷ 高1

1203 半田　梨恵 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｴ 高2
1202 小林　明澄 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽﾐ 高3
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平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
なみはやドーム                                    

スタートリスト

競技No. 51 女子    400m   リレー   予選   7組 高校記録  3:48.97
大会記録  3:50.01

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 長岡大手 269 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 高2

ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 274 奈良　梨央 ﾅﾗ ﾘｵ 高2
273 島宗佐知恵 ｼﾏﾑﾈ ｻﾁｴ 高3
276 樋口久美香 ﾋｸﾞﾁ ｸﾐｶ 高1

2 日大高 1390 椿　　涼佳 ﾂﾊﾞｷ ｽｽﾞｶ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 1392 田中　美鈴 ﾀﾅｶ ﾐｽｽﾞ 高2

1391 田所　　遥 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｶ 高1
1386 大隅奈津子 ｵｵｽﾐ ﾅﾂｺ 高1

3 東海大浦安 1674 松島　美菜 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾅ 高1
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｳﾗﾔｽ 高校 1669 国原　典子 ｸﾆﾊﾗ ﾉﾘｺ 高2

1664 海野真理奈 ｳﾐﾉ ﾏﾘﾅ 高3
1675 川端　彩加 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾔｶ 高3

4 市立船橋 1640 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 高1
ｲﾁﾘﾂﾌﾅﾊﾞｼ 高校 1639 川島　優花 ｶﾜｼﾏ ﾕｶ 高1

1645 門田　　彩 ｶﾄﾞﾀ ｱﾔ 高3
1646 鈴木　　綾 ｽｽﾞｷ ｱﾔ 高2

5 近畿大附 680 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 676 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高3

675 坂上　友理 ｻｶｳｴ ﾕﾘ 高3
681 八重樫夏希 ﾔｴｶﾞｼ ﾅﾂｷ 高1

6 埼玉栄 1586 齋藤　歩美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 1580 荒木　翔子 ｱﾗｷ ｼｮｳｺ 高3

1593 田中　　紘 ﾀﾅｶ ﾋﾛ 高3
1573 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高3

7 飛龍 365 出光  正恵 ｲﾃﾞﾐﾂ ﾏｻｴ 高1
ﾋﾘｭｳ 高校 362 笹野  知恵 ｻｻﾉ ﾁｴ 高2

361 竹島  聖華 ﾀｹｼﾏ ｾｲｶ 高3
364 松本  弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高2

8 九産大付九州 1089 川尾有莉沙 ｶﾜｵ ｱﾘｻ 高1
ｷｭｳｻﾝｷｭｳｼｭｳ 高校 1090 酒井　志穂 ｻｶｲ ｼﾎ 高1

1086 栗田　未加 ｸﾘﾀ ﾐｶ 高3
1092 松本　千鶴 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 高1

9 愛知淑徳 401 鈴木絵津子 ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ 高1
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 399 竹迫  麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高3

398 坪内    彩 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔ 高3
397 高羽  博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高3

10 徳島市立 982 井上　聖香 ｲﾉｳｴ ｾｲｶ 高3
ﾄｸｼﾏｼﾘﾂ 高校 983 福永　喜子 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｷｺ 高2

981 兼間　陽子 ｶﾈﾏ ﾖｳｺ 高3
984 延　奈留美 ﾉﾌﾞ ﾅﾙﾐ 高1
Page: 5/7 Printing: 2006/08/20 9:24:41

徳  島

加　盟

埼  玉

静  岡

福  岡

愛  知

神奈川

千  葉

千  葉

大  阪

新  潟



平成１８年度　全国高等学校総合体育大会            
第７４回　日本高等学校選手権水泳競技大会          
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 京都文教 562 西田あゆみ ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 高1

ﾌﾞﾝｷｮｳ 高校 558 山崎真斗香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 高3
560 木村　彩美 ｷﾑﾗ ｱﾔﾐ 高3
557 山本真由香 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高3

2 金沢 220 外山　幾里 ﾄﾔﾏ ｺｺﾛ 高3
ｶﾅｻﾞﾜ 高校 221 垣内　綾乃 ｶｷｳﾁ ｱﾔﾉ 高2

225 西　　結花 ﾆｼ ﾕｶ 高2
232 北村　美季 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾂｷ 高1

3 桐蔭学園 1430 河崎　綾子 ｶﾜｻｷ ｱﾔｺ 高2
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴﾝ 高校 1434 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高3

1435 折川　恵理 ｵﾘｶﾜ ｴﾘ 高3
1439 藤田　佳那 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 高2

4 西城陽 598 槇村　征美 ﾏｷﾑﾗ ﾕｷﾐ 高1
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 596 坂本　奈穂 ｻｶﾓﾄ ﾅﾎ 高2

597 堤　　愛奈 ﾂﾂﾐ ｱｲﾅ 高2
594 近藤　理英 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｴ 高2

5 京都外大西 582 津下　尚子 ﾂｹﾞ ﾅｵｺ 高1
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 584 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 高1

576 岡本佐知子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ 高3
575 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高3

6 早稲田実業 1282 田中英里子 ﾀﾅｶ ｴﾘｺ 高1
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳ 高校 1272 永井　尚美 ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾐ 高1

1274 住吉ひかる ｽﾐﾖｼ ﾋｶﾙ 高3
1280 大島　　京 ｵｵｼﾏ ﾐﾔｺ 高1

7 九州女子 1105 松浦　　光 ﾏﾂｳﾗ ﾋｶﾙ 高1
ｷｭｳｼｭｳｼﾞｮｼ 高校 1104 橋口　佳世 ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾖ 高1

1100 清水　桜子 ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗｺ 高3
1102 八反田早紀 ﾊｯﾀﾝﾀﾞ ｻｷ 高2

8 藤村女子 1236 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗ 高校 1232 細田　美妃 ﾎｿﾀﾞ ﾐｷ 高2

1233 作道　　舞 ﾂｸﾘﾐﾁ ﾏｲ 高1
1234 山﨑　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高3

9 湘南工大附 1366 村上　　栞 ﾑﾗｶﾐ ｼｵﾘ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 1367 中島有佳里 ﾅｶｼﾏ ﾕｶﾘ 高3

1368 武井佑里香 ﾀｹｲ ﾕﾘｶ 高1
1364 青木　　萌 ｱｵｷ ﾓｴ 高2

10 日大藤沢 1422 池田　麻季 ｲｹﾀﾞ ｱｻｷ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞｻﾜ 高校 1417 山﨑可南子 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾅｺ 高1

1416 笹間　琴美 ｻｻﾏ ｺﾄﾐ 高2
1420 大熊　杏奈 ｵｵｸﾏ ｱﾝﾅ 高2
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7組
1 北陸大谷 238 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高3

ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 234 岡野　桜子 ｵｶﾉ ｻｸﾗｺ 高3
242 梅田　　夏 ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂ 高1
240 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 高1

2 八王子 1243 市川あさひ ｲﾁｶﾜ ｱｻﾋ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 1252 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高2

1248 神田　早紀 ｶﾝﾀﾞ ｻｷ 高2
1241 三輪　愛美 ﾐﾜ ﾏﾅﾐ 高2

3 東邦 413 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高2
ﾄｳﾎｳ 高校 409 井上恵利子 ｲﾉｳｴ ｴﾘｺ 高3

412 谷川  麻美 ﾀﾆｶﾞﾜ ｱｻﾐ 高2
411 有田  真紀 ｱﾘﾀ ﾏｷ 高3

4 品川女子学院 1323 吉田　育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 高1
ｼﾅｶﾞﾜｼﾞｮｼｶﾞｸ 高校 1324 石田　麻奈 ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 高3

1325 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 高1
1322 加藤　亜美 ｶﾄｳ ｱﾐ 高2

5 春日部共栄 1518 加藤　麻未 ｶﾄｳ ﾏﾐ 高2
ｶｽｶﾍﾞｷｮｳｴｲ 高校 1521 佐藤　咲季 ｻﾄｳ ｻｷ 高1

1523 山岸　奈央 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵ 高1
1537 内田　麻美 ｳﾁﾀﾞ ｱｻﾐ 高2

6 太成学院大高 661 三浦　彩加 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 高1
ﾀｲｾｲ 高校 655 上田　梨奈 ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ 高2

657 宮城　紗姫 ﾐﾔｷﾞ ｻｷ 高1
653 宮部加奈子 ﾐﾔﾍﾞ ｶﾅｺ 高2

7 東京立正 1231 中村　咲子 ﾅｶﾑﾗ ｻｷｺ 高1
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼｮｳ 高校 1227 吉川　夏唯 ﾖｼｶﾜ ｶｲ 高3

1228 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高3
1229 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高3

8 須磨学園 722 赤尾　紗貴 ｱｶｵ ｻｷ 高2
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 721 井関　那緒 ｲｾｷ ﾅｵ 高2

720 植田　　彩 ｳｴﾀﾞ ｱﾔ 高2
726 丸山里佳子 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｶｺ 高1

9 共愛学園 1493 鈴木　彩華 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 高1
ｷｮｳｱｲｶﾞｸｴﾝ 高校 1492 北田　真菜 ｷﾀﾀﾞ ﾏﾅ 高1

1491 正田千登勢 ｼｮｳﾀﾞ ﾁﾄｾ 高1
1490 須藤　ゆい ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 高3

10 武南 1607 秋山　聡美 ｱｷﾔﾏ ｻﾄﾐ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 1606 志波　　華 ｼﾊﾞ ﾊﾅ 高3

1602 江原　香子 ｴﾊﾗ ｶｺ 高2
1608 上石　　瞳 ｶﾐｲｼ ﾋﾄﾐ 高2
Page: 7/7 Printing: 2006/08/20 9:24:55

群  馬

埼  玉

加　盟

埼  玉

大  阪

東  京

兵  庫

石  川

東  京

愛  知

東  京


