
第29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   8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

3 日花園ＳＣ 11121 森島　満璃 ﾓﾘｼﾏ ﾐﾉﾘ 中2
ﾆｯｶｴﾝSC 11122 茂山千愛美 ﾓﾔﾏ ﾁｱﾐ 小6

11119 園田　玲子 ｿﾉﾀﾞ ﾚｲｺ 高3
11120 上籔　夕貴 ｶﾐﾔﾌﾞ ﾕｷ 中3

4 日大高 10699 伊藤喜志子 ｲﾄｳ ｷｼｺ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 10702 持井　　望 ﾓﾁｲ ﾉｿﾞﾐ 高1

10707 大隅奈津子 ｵｵｽﾐ ﾅﾂｺ 高1
10711 椿　　涼佳 ﾂﾊﾞｷ ｽｽﾞｶ 高2

5 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 10515 青木　恵美 ｱｵｷ ｴﾐ 高2
ｾ･ｲｹﾌﾞｸﾛ 10512 小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 中3

10508 菊地ゆめみ ｷｸﾁ ﾕﾒﾐ 高1
10513 西村　香澄 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾐ 高3

6

7

8
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第29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   8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 ＫＳＧ大橋 11522 大長　千恵 ﾀﾞｲﾁｮｳ ﾁｴ 高2

KSGｵｵﾊｼ 11518 黒岩　久美 ｸﾛｲﾜ ｸﾐ 高2
11517 近藤　愛梨 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ 中3
11516 吉田　佳織 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 高3

2 愛み大瑞穂高 11001 金山あゆみ ｶﾅﾔﾏ ｱﾕﾐ 高2
ﾐｽﾞﾎｺｳｺｳ 高校 11002 水谷　優花 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｶ 高2

10999 加藤さゆり ｶﾄｳ ｻﾕﾘ 高1
11000 岩下なつみ ｲﾜｼﾀ ﾅﾂﾐ 高2

3 ｾﾝﾄﾗﾙ西東京 10575 薄井亜也香 ｳｽｲ ｱﾔｶ 高3
ｾ･ﾆｼﾄｳｷｮ 高校 10574 川田　夏海 ｶﾜﾀ ﾅﾂﾐ 高3

10571 関口真美子 ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾐｺ 高2
10577 和田なつき ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 高2

4 市尼崎高 11319 勝見　英里 ｶﾂﾐ ｴﾘ 高2
ｲﾁｱﾏ 高校 11324 竹内　　綾 ﾀｹｳﾁ ｱﾔ 高2

11317 鞍田　奈緒 ｸﾗﾀ ﾅｵ 高2
11320 小西　希沙 ｺﾆｼ ｷｻ 高3

5 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 棄権
ｾ･ｽﾎﾟｰﾂ

6 SPﾎｳﾄｸ左近山 10778 清水　美裕 ｼﾐｽﾞ ﾐﾕ 中3
SPﾎｳﾄｸｻｺ 10777 紙崎　実晴 ｶﾐｻｷ ﾐﾊﾙ 中1

10775 伊藤　　華 ｲﾄｳ ﾊﾅ 高3
10779 米木　美穂 ﾖﾈｷ ﾐﾎ 中2

7 横河ＳＣ 10552 坂井菜穂子 ｻｶｲ ﾅｵｺ 高3
ﾖｺｶﾞﾜSC 10553 小山　絵里 ｺﾔﾏ ｴﾘ 中3

10557 土方なつき ﾋｼﾞｶﾀ ﾅﾂｷ 高3
10555 田中　綾音 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 高2

8 飛龍高校 10941 瀬戸　　忍 ｾﾄ ｼﾉﾌﾞ 高2
ﾋﾘｭｳｺｳｺｳ 高校 10953 出光　正恵 ｲﾃﾞﾐﾂ ﾏｻｴ 高1

10940 杉山　詩織 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾘ 高1
10939 松本　弥生 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾖｲ 高2
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第29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   8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 津田大山田 11102 西村　　梓 ﾆｼﾑﾗ ｱｽﾞｻ 中3

ﾂﾀﾞｵｵﾔﾏﾀ 11103 副島　彩香 ｿｴｼﾞﾏ ｱﾔｶ 高1
11100 伊藤かれん ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 高1
11099 伊藤　宏夏 ｲﾄｳ ﾋﾛｶ 高1

2 京都外大西高 11137 杉江ちひろ ｽｷﾞｴ ﾁﾋﾛ 高2
ｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼ 高校 11144 北村　香奈 ｷﾀﾑﾗ ｶﾅ 高1

11143 平岡　千裕 ﾋﾗｵｶ ﾁﾋﾛ 高2
11136 小林　千明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ 高1

3 ｾﾝﾄﾗﾙ府中 10667 大橋　　舞 ｵｵﾊｼ ﾏｲ 高1
ｾ･ﾌﾁｭｳ 10666 斉藤　美雪 ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 中3

10665 山崎　理恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｴ 高1
10663 恩田　一実 ｵﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ 高3

4 ＭＹＳ名学院 11047 福井友理菜 ﾌｸｲ ﾕﾘﾅ 中1
MYSﾅｺﾞﾔ 11044 岡島　伶実 ｵｶｼﾞﾏ ﾚﾐ 中1

11046 近藤　春香 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 高1
11045 宮田　侑子 ﾐﾔﾀ ﾕｳｺ 中3

5 金町ＳＣ 10456 山縣　美裕 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐﾕｳ 中3
ｶﾅﾏﾁSC 10457 小尻知佳子 ｺｼﾞﾘ ﾁｶｺ 中3

10461 天野友里恵 ｱﾏﾉ ﾕﾘｴ 中3
10459 石井　結花 ｲｼｲ ﾕｶ 高1

6 みかづきＳＳ 11485 夏伐　里奈 ﾅﾂｷﾞﾘ ﾘﾅ 高2
ﾐｶﾂﾞｷSS 11488 中城　実弓 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐﾕ 中3

11487 池尻　麻美 ｲｹｼﾞﾘ ｱｻﾐ 高3
11486 前田　真佑 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕ 高2

7 三菱養和ＳＳ 10535 高久　　彩 ﾀｶｸ ｱﾔ 中3
ﾐﾂﾋﾞｼﾖｳﾜ 10540 田中　祐奈 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 中2

10534 桑端　幸永 ｸﾜﾊﾞﾀ ｻｷｴ 高2
10538 山本沙也加 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 高2

8 日大藤沢 10715 村上　有実 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾐ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 10718 仲倉理亜子 ﾅｶｸﾗ ﾘｱｺ 高3

10716 大熊　杏奈 ｵｵｸﾏ ｱﾝﾅ 高2
10713 山﨑可南子 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾅｺ 高1
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第29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   8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 ｲﾄﾏﾝ富田林 11287 阿部　成美 ｱﾍﾞ ﾅﾙﾐ 中3

ｲﾄﾄﾝﾀﾞﾊﾞ 11288 西川奈穂子 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｺ 高2
11291 尾崎　里紗 ｵｻﾞｷ ﾘｻ 中3
11289 太田　里奈 ｵｵﾀ ﾘﾅ 中1

2 イトマン昭島 10636 宮坂　　忍 ﾐﾔｻｶ ｼﾉﾌﾞ 中3
ｲﾄﾏﾝｱｷｼﾏ 10637 高橋　智香 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ 高3

10638 高瀬佳央里 ﾀｶｾ ｶｵﾘ 高1
10639 三輪　愛実 ﾐﾜ ﾏﾅﾐ 高2

3 西城陽高校 11154 堤　　愛奈 ﾂﾂﾐ ｱｲﾅ 高2
ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 11147 サガラ里奈 ｻｶﾞﾗ ﾘﾅ 高1

11156 堀内　美希 ﾎﾘｳﾁ ﾐｷ 高2
11157 槇村　征美 ﾏｷﾑﾗ ﾕｷﾐ 高1

4 ＪＳＳ立石 10476 岡本明日香 ｵｶﾓﾄ ｱｽｶ 高2
JSSﾀﾃｲｼ 10480 竹内　礼奈 ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ 中3

10481 林　ひとみ ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 高2
10479 清水　佳菜 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 中3

5 北陸大谷高校 10911 中村　真実 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ 高1
ﾎｸﾘｸｵｵﾀﾆ 高校 10915 木村　麻衣 ｷﾑﾗ ﾏｲ 高2

10909 下中　千明 ｼﾓﾅｶ ﾁｱｷ 高1
10914 白野友梨奈 ｼﾗﾉ ﾕﾘﾅ 高3

6 埼玉栄 10243 大垣　苑子 ｵｵｶﾞｷ ｿﾉｺ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 10239 加藤　純子 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 高2

10238 乙部　　舞 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 高3
10240 荒木　翔子 ｱﾗｷ ｼｮｳｺ 高3

7 イトマン守口 11235 大山　貴子 ｵｵﾔﾏ ﾀｶｺ 中3
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏ 11232 久保田有貴 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 高2

11239 片山　美穂 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾎ 高3
11240 龍神　沙映 ﾘｭｳｼﾞﾝ ｻｴ 中3

8 ル・土気 10335 近藤　香織 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｵﾘ 高2
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 10336 若松　芽依 ﾜｶﾏﾂ ﾒｲ 中3

10338 塙　紗佑里 ﾊﾅﾜ ｻﾕﾘ 中3
10337 土田湖都子 ﾂﾁﾀﾞ ｺﾄｺ 高3
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第29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   8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 オリエントＳ 11048 井ノ下亜美 ｲﾉｼﾀ ｱﾐ 高3

ｵﾘｴﾝﾄSC 高校 11051 川合　美穂 ｶﾜｲ ﾐﾎ 高1
11049 手嶋　花絵 ﾃｼﾏ ﾊﾅｴ 高1
11052 足立　陽子 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｺ 高1

2 ル・水戸 10158 石橋　亜美 ｲｼﾊﾞｼ ｱﾐ 高2
ﾙﾈｻﾝｽﾐﾄ 10155 小糸　　和 ｺｲﾄ ﾉﾄﾞｶ 高3

10159 田山香菜子 ﾀﾔﾏ ｶﾅｺ 中3
10154 菊池　結衣 ｷｸﾁ ﾕｲ 高1

3 ＪＳＳ長岡 10877 瀬倉　未智 ｾｸﾗ ﾐｻﾄ 中1
JSSﾅｶﾞｵｶ 10873 山田みな美 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 高1

10879 田上　　咲 ﾀｶﾞﾐ ｻｷ 高2
10875 松本貴美子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐｺ 高2

4 イトマン川崎 10758 水沢友里奈 ﾐｽﾞｻﾜ ﾕﾘﾅ 中2
ｲﾄﾏﾝｶﾜｻｷ 10755 出内　悠紀 ﾃﾞｳﾁ ﾕｷ 高1

10756 小倉深友紀 ｵｸﾞﾗ ﾐﾕｷ 中2
10761 田中麻里矢 ﾀﾅｶ ﾏﾘﾔ 中3

5 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 10380 川島　優花 ｶﾜｼﾏ ﾕｶ 高1
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 10376 越山あゆ美 ｺｼﾔﾏ ｱﾕﾐ 高1

10377 熊崎　弥生 ｸﾏｻﾞｷ ﾔﾖｲ 中3
10379 神戸　真美 ｶﾝﾍﾞ ﾏﾐ 中3

6 イトマン守谷 10165 島添　紗妃 ｼﾏｿﾞｴ ｻｷ 高1
ｲﾄﾏﾝﾓﾘﾔ 10166 鈴木　愛未 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 高2

10163 三原　未夕 ﾐﾊﾗ ﾐﾕ 中3
10164 竹　　彩那 ﾀｹ ｱﾔﾅ 高1

7 ＫＳＧ徳山 11440 隅　　彰子 ｽﾐ ｱｷｺ 高2
KSGﾄｸﾔﾏ 11443 藤井　　涼 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳ 高2

11441 古城　愛美 ｺｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ 中3
11442 小林　幸加 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｶ 高1

8 ＪＰＥＣ五泉 10894 野口　幸香 ﾉｸﾞﾁ ｻﾁｶ 高2
JPECｺﾞｾﾝ 高校 10891 高橋久美子 ﾀｶﾊｼ ｸﾐｺ 高2

10893 豊島　由梨 ﾄﾖｼﾏ ﾕﾘ 高1
10892 千葉　優美 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐ 高2
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第29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   8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 金田ＳＣ 10449 星　亜有美 ﾎｼ ｱﾕﾐ 高2

ｶﾈﾀﾞSC 高校 10448 深瀬美沙子 ﾌｶｾ ﾐｻｺ 高2
10450 青木　美幸 ｱｵｷ ﾐﾕｷ 高3
10452 長瀬美智子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁｺ 高2

2 世田谷ＳＳ 10617 木下　綾乃 ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ 高1 棄権
ｾﾀｶﾞﾔSS 10615 藤本　紗綾 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔ 高1

10611 稲益麻亜子 ｲﾅﾏｽ ﾏｱｺ 中2
10616 鴇田　紗彩 ﾄｷﾀ ｻｱﾔ 中2

3 桐蔭学園 10824 藤田　佳那 ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 高2
ﾄｳｲﾝ 高校 10825 八木　春佳 ﾔｷﾞ ﾊﾙｶ 高2

10814 一木　梨乃 ｲﾁｷ ﾘﾉ 高2
10819 小竹　香純 ｵﾀﾞｹ ｶｽﾐ 高3

4 成増ロンド 10621 松井　聡子 ﾏﾂｲ ｻﾄｺ 高1
ﾅﾘﾏｽﾛﾝﾄﾞ 高校 10623 田辺テレサ ﾀﾅﾍﾞ ﾃﾚｻ 高3

10622 西脇沙由里 ﾆｼﾜｷ ｻﾕﾘ 高3
10620 坂本　貴代 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾖ 高3

5 サギヌマＳＣ 10724 池田　ゆう ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 高3
ｻｷﾞﾇﾏSC 高校 10723 石原　優紀 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 高2

10721 海口　綾乃 ｶｲｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 高3
10725 中熊しおり ﾅｶｸﾞﾏ ｼｵﾘ 高1

6 東邦高 11012 松岡　　茜 ﾏﾂｵｶ ｱｶﾈ 高1
ﾄｳﾎｳｺｳ 高校 11013 西村しほり ﾆｼﾑﾗ ｼﾎﾘ 高1

11010 三輪　彩奈 ﾐﾜ ｱﾔﾅ 高1
11011 小原由華子 ｵﾊﾞﾗ ﾕｶｺ 高2

7 枚方ＳＳ 11269 岡田　智香 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｶ 高1
ﾋﾗｶﾀSS 11266 川上　紗季 ｶﾜｶﾐ ｻｷ 高2

11265 田淵　まや ﾀﾌﾞﾁ ﾏﾔ 高2
11273 山田　明美 ﾔﾏﾀﾞ ｱｹﾐ 中3

8 太成ＳＰ 11316 柏原　仁美 ｶｼﾊﾗ ﾋﾄﾐ 高2
ﾀｲｾｲSP 11306 安達未寿穂 ｱﾀﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 中3

11312 松田奈穂子 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｺ 高2
11310 三浦　彩加 ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 高1
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第29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   8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 東京ＤＣ 10504 見上しおり ﾐｶﾐ ｼｵﾘ 高1

ﾄｳｷｮｳDC 10505 佐藤　亜美 ｻﾄｳ ｱﾐ 中3
10506 大宅　美希 ｵｵﾔ ﾐｷ 高3
10502 永井　尚美 ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾐ 高1

2 ＢＳＳ古賀 11531 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ 高1
BSSｺｶﾞ 11530 坂上　亜衣 ｻｶｶﾞﾐ ｱｲ 中3

11534 南園　　遥 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾊﾙｶ 高1
11533 川尾有莉沙 ｶﾜｵ ｱﾘｻ 高1

3 藤村ＳＳ 10527 堤　　唯香 ﾂﾂﾐ ﾕｲｶ 高1
ﾌｼﾞﾑﾗSS 10525 山崎　　愛 ﾔﾏｻｷ ｱｲ 高3

10522 宮本　悠衣 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｲ 中2
10529 片倉優里奈 ｶﾀｸﾗ ﾕﾘﾅ 高3

4 Nalu Aquatic 10344 金子　友香 ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中3
NaluAC 10345 村上　優海 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾐ 高1

10341 吉田　理紗 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 高2
10343 宮武　郁実 ﾐﾔﾀｹ ｲｸﾐ 中3

5 ＪＳＳ八王子 10644 熊沢　歩美 ｸﾏｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 高3
JSSﾊﾁｵｳｼ 10642 嘉陽　文香 ｶﾖｳ ﾌﾐｶ 中3

10648 坂戸　里実 ｻｶﾄ ｻﾄﾐ 中3
10650 市川あさひ ｲﾁｶﾜ ｱｻﾋ 高3

6 東京ＳＣ 10494 矢ケ崎萌美 ﾔｶﾞｻｷ ﾓｴﾐ 高1
ﾄｳｷｮｳSC 10487 水野江里子 ﾐｽﾞﾉ ｴﾘｺ 中3

10485 高橋　彩可 ﾀｶﾊｼ ｻｲｶ 高1
10489 大島　　京 ｵｵｼﾏ ﾐﾔｺ 高1

7 ＳＡ一関 10047 申　　彩華 ｼﾝ ｱﾔｶ 中2
SAｲﾁﾉｾｷ 中学 10045 小野寺未来 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ 中3

10046 小林あゆみ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 中3
10044 及川　里奈 ｵｲｶﾜ ﾘﾅ 中3

8 ｲﾄﾏﾝ東伏見 10439 伊藤　　咲 ｲﾄｳ ｻｷ 高2
ｲﾄﾏﾝﾋｶﾞｼ 10442 中嶋　優帆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾎ 中3

10441 篠宮　千夏 ｼﾉﾐﾔ ﾁﾅﾂ 高1
10443 渡辺　聖火 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｶ 中1
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第29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   8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

8組
1 愛知淑徳高 10989 竹迫　麻弥 ﾀｶﾊﾞ ﾏﾔ 高3

ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 10990 坪内　　彩 ﾂﾎﾞｳﾁ ｱﾔ 高3
10986 高羽　博子 ﾀｶﾊﾞ ﾋﾛｺ 高3
10987 時枝　美保 ﾄｷｴﾀﾞ ﾐﾎ 高2

2 エスパティオ 11355 石黒　　彩 ｲｼｸﾞﾛ ｱﾔ 高2
ｴｽ･ﾊﾟﾃｨｵ 高校 11354 堅田百合亜 ｶﾀﾀ ﾕﾘｱ 高2

11356 前田　由衣 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 高1
11353 梶本　夏子 ｶｼﾞﾓﾄ ﾅﾂｺ 高2

3 イトマン東海 11009 鈴川　麻美 ｽｽﾞｶﾜ ｱｻﾐ 高1
ｲﾄﾏﾝﾄｳｶｲ 11007 野村　佳代 ﾉﾑﾗ ｶﾖ 中3

11005 大井　菜美 ｵｵｲ ﾅﾐ 高1
11006 福岡もえみ ﾌｸｵｶ ﾓｴﾐ 高3

4 イトマン 11211 竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 高2
ｲﾄﾏﾝ 高校 11201 橋本　千佳 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 高2

11199 奥村　綾香 ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 高3
11207 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高2

5 フィッツＳＣ 10837 笹本なごみ ｻｻﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ 高2
ﾌｨｯﾂSC 10839 前原　優理 ﾏｴﾊﾗ ﾕﾘ 高2

10833 一之瀬　栞 ｲﾁﾉｾ ｼｵﾘ 中3
10836 今井　美希 ｲﾏｲ ﾐｷ 高3

6 アクアマリン 10627 亀崎　祐未 ｶﾒｻﾞｷ ﾕﾐ 高2
ｱｸｱﾏﾘﾝ 高校 10634 長岡裕里子 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾘｺ 高1

10629 吉田　育未 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾐ 高1
10628 亀田　　萌 ｶﾒﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ 高2

7 イトマン京都 11173 田井中康子 ﾀｲﾅｶ ﾔｽｺ 高3
ｲﾄﾏﾝｷｮｳﾄ 11171 高橋　美帆 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 中2

11174 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ 高1
11172 津下　尚子 ﾂｹﾞ ﾅｵｺ 高1

8 原田学園ＳＳ 11583 田畑　里紗 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｻ 中3
ﾊﾗﾀﾞSS 11584 福島　成美 ﾌｸｼﾏ ﾅﾙﾐ 中3

11580 伊藤　優加 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 中3
11585 木場由梨香 ｺﾊﾞ ﾕﾘｶ 高1
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