
第８４回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
広島市総合屋内プール                              

スタートリスト

競技No. 73 女子    800m   フリーリレー   予選   7組   高校記録  8:04.80
大会記録  8:15.94

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 松山西中等 8053 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 高2
ﾏﾂﾔﾏﾆｼ 高校 8054 井手　花音 ｲﾃﾞ ｶﾉﾝ 高2

8052 松友　希帆 ﾏﾂﾄﾓ ｷﾎ 高3
8055 坂口　聖奈 ｻｶｸﾞﾁ ｾｲﾅ 高1

4 北科大高 1011 花咲　夏海 ﾊﾅｻｷ ﾅﾂﾐ 高3
ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ 高校 1012 中川　実優 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 高3

1013 下重　彩乃 ｼﾓｼﾞｭｳ ｱﾔﾉ 高2
1014 佐藤　光虹 ｻﾄｳ ｺｺ 高1

5 土佐女子 8039 谷　　裕果 ﾀﾆ ﾕｳｶ 高2
ﾄｻｼﾞｮｼ 高校 8046 仁井　帆花 ﾆｲ ﾎﾉｶ 高2

8041 山下　水緒 ﾔﾏｼﾀ ﾐｵ 高1
8040 下元　　媛 ｼﾓﾓﾄ ﾋﾒ 高2

6

7

8

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 福井工大福井 4006 吉野　　碧 ﾖｼﾉ ｱｵｲ 高3

ｺｳﾀﾞｲﾌｸｲ 高校 4007 岸　　春佳 ｷｼ ﾊﾙｶ 高3
4008 高見　雪月 ﾀｶﾐ ﾕﾂﾞｷ 高1
4005 高橋紗也果 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 高3

1 福山葦陽 7057 讃岐　百花 ｻﾇｷ ﾓﾓｶ 高2
ﾌｸﾔﾏｲﾖｳ 高校 7058 大塚　汐莉 ｵｵﾂｶ ｼｵﾘ 高2

7056 掛谷　優香 ｶｹﾔ ﾕｶ 高3
7059 西田　比奈 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾅ 高2

2 八戸工大一 2012 中川　美紅 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｸ 高3
ｺｳﾀﾞｲｲﾁｺ 高校 2015 今泉　沙彩 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｻｱﾔ 高1

2013 関下　桃茄 ｾｷｼﾀ ﾓﾓｶ 高2
2014 古川　聖来 ﾌﾙｶﾜ ｾｲﾗ 高2

3 桐蔭学園 3458 山田　　遥 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 3460 真田　侑奈 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾅ 高1

77 緒方　香連 ｵｶﾞﾀ ｶﾚﾝ 高2
3459 大島　玲奈 ｵｵｼﾏ ﾚｲﾅ 高2

4 早稲田実業 3294 相馬　奈々 ｿｳﾏ ﾅﾅ 高2
ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷ 高校 3291 亀井　真愛 ｶﾒｲ ﾏｲ 高3

3295 斎藤　千紘 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 高1
3292 常盤　怜以 ﾄｷﾜ ﾚｲ 高3

5 青森東 2002 赤坂　侑紀 ｱｶｻｶ ﾕｷ 高2
ｱｵﾓﾘﾋｶﾞｼ 高校 2003 盛　　音葉 ﾓﾘ ｵﾄﾊ 高2

2001 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 高3
2004 深堀　帆南 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾎﾅﾐ 高1

6 駒場 3227 宮田　彩花 ﾐﾔﾀ ｱﾔｶ 高3
ﾄ･ｺﾏﾊﾞ 高校 3226 渋川　佳穂 ｼﾌﾞｶﾜ ｶﾎ 高3

3228 溝淵　真由 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏﾕ 高2
3225 荒木　七海 ｱﾗｷ ﾅﾅﾐ 高3

7 札幌大谷 1023 横山ゆうき ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 高3
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀ 高校 1025 阿部　星架 ｱﾍﾞ ｾｲｶ 高3

1028 鈴木彩莉唯 ｽｽﾞｷ ｻﾘｲ 高2
1024 本間　世菜 ﾎﾝﾏ ｾｲﾅ 高3

8 就実 棄権
ｼｭｳｼﾞﾂ 高校

9
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 墨田川 3235 西田　彩乃 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 高2

ｽﾐﾀﾞｶﾞﾜ 高校 3236 八木　美月 ﾔｷﾞ ﾐﾂｷ 高1
3237 太田萌々子 ｵｵﾀ ﾓﾓｺ 高1

36 鳥羽くるみ ﾄﾊﾞ ｸﾙﾐ 高2

1 新田 8069 楠本　梨菜 ｸｽﾓﾄ ﾘﾅ 高3
ﾆｯﾀ 高校 8073 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 高2

8070 大原　千明 ｵｵﾊﾗ ﾁｱｷ 高3
8072 井尻　　環 ｲｼﾞﾘ ﾀﾏｷ 高3

2 鹿児島情報 9091 仮屋　美邑 ｶﾘﾔ ﾐｻﾄ 高1
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 9089 野口紗也加 ﾉｸﾞﾁ ｻﾔｶ 高3

9092 尾堂　　楓 ｵﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 高1
209 福留　由里 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕﾘ 高3

3 羽衣学園 6095 佐藤　　栞 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 高2
ﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｸ 高校 6093 高木　帆風 ﾀｶｷﾞ ﾎﾉｶ 高3

132 松本　優衣 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲ 高3
6096 野中　愛加 ﾉﾅｶ ｱｲｶ 高1

4 日本文理 4062 島津　遥香 ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙｶ 高2
ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾘ 高校 4060 渡辺　美南 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高3

4059 金子菜津希 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 高3
92 久保美以菜 ｸﾎﾞ ﾐｲﾅ 高2

5 関大一 6060 山本　真白 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｼﾛ 高2
ｶﾝﾀﾞｲｲﾁ 高校 6059 堤　明日香 ﾂﾂﾐ ｱｽｶ 高2

123 別所　風帆 ﾍﾞｯｼｮ ｶﾎ 高2
6056 小室　理渚 ｺﾑﾛ ﾘｻ 高3

6 磐田農業 5058 菊地　愉友 ｷｸﾁ ﾕﾕ 高3
ｲﾜﾉｳ 高校 5059 松浦　可苗 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅｴ 高3

5060 高山　菜月 ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾞｷ 高2
5057 下嶋菜々恵 ｼﾓｼﾞﾏ ﾅﾅｴ 高3

7 市立沼田 7071 三島萌々華 ﾐｼﾏ ﾓﾓｶ 高3
ﾇﾏﾀ 高校 7074 坂本　志織 ｻｶﾓﾄ ｼｵﾘ 高1

7072 井藤　菜月 ｲﾄｳ ﾅﾂｷ 高2
7073 髙須　　萌 ﾀｶｽ ﾒｸﾞﾐ 高1

8 市立尼崎 149 岡崎　加奈 ｵｶｻﾞｷ ｶﾅ 高3
ICHIAMA 高校 6183 木村　真優 ｷﾑﾗ ﾏﾕ 高2

6181 奥山　綾子 ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ 高2
6182 喜來　夏純 ｷﾗｲ ｶｽﾐ 高2

9 中京大中京 5126 武山　月美 ﾀｹﾔﾏ ﾂｷﾐ 高3
CHUKYO 高校 5127 藤本　　華 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾅ 高3

5129 櫻井　莉子 ｻｸﾗｲ ﾘｺ 高1
5128 田中　朱珠 ﾀﾅｶ ｼｭｼﾞｭ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 関大北陽 6110 吉川　円香 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 高2

ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 6106 平野　冬華 ﾋﾗﾉ ﾌﾕｶ 高3
6107 山口　倫羽 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾊ 高2
6109 奥埜　咲楽 ｵｸﾉ ｻｸﾗ 高2

1 成田 3160 米田　真凜 ﾖﾈﾀﾞ ﾏﾘﾝ 高3
ﾅﾘﾀｺｳ 高校 3161 森田彩弥加 ﾓﾘﾀ ｻﾔｶ 高2

3163 岩田　歩実 ｲﾜﾀ ｱﾕﾐ 高1
21 仲田　芽生 ﾅｶﾀ ﾒﾊﾞｴ 高3

2 山梨学院高 3485 久保田瑠菜 ｸﾎﾞﾀ ﾙﾅ 高1
ﾔﾏﾅｼｶﾞｸｲ 高校 82 石川　七瀬 ｲｼｶﾜ ﾅﾅｾ 高2

3483 伊藤　理乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 高3
3486 望月　みく ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｸ 高1

3 秋田北 2055 大和志桜里 ﾔﾏﾄ ｼｵﾘ 高3
ｱｷﾀｷﾀ 高校 2056 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 高2

2057 高野　雪愛 ﾀｶﾉ ﾕｷｱ 高2
2054 鈴木菜奈子 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｺ 高3

4 市川学園 3165 寒河江奈央 ｻｶﾞｴ ﾅｵ 高3
ｲﾁｶﾜｶﾞｸ 高校 3168 森　　はな ﾓﾘ ﾊﾅ 高1

22 石田ちひろ ｲｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高1
3166 松田　千怜 ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻﾄ 高3

5 東北 2051 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 高2
ﾄｳﾎｸ 高校 2053 中園　千尋 ﾅｶｿﾞﾉ ﾁﾋﾛ 高1

2049 山崎　純菜 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾅ 高3
2095 赤石　朱李 ｱｶｲｼ ｼｭﾘ 高1

6 日大三島 5010 柚木　　景 ﾕｽﾞｷ ｹｲ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ 高校 5007 高橋　莉南 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 高3

5006 岡村　　瞳 ｵｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 高3
5008 千葉　友絵 ﾁﾊﾞ ﾄﾓｴ 高3

7 健大高崎 20 瀧本　　奏 ﾀｷﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ 高3
ｹﾝﾀﾞｲ 高校 3068 岩井　理乃 ｲﾜｲ ﾘﾉ 高3

3067 清水　里咲 ｼﾐｽﾞ ﾘｻ 高3
3070 末廣　美月 ｽｴﾋﾛ ﾐｽﾞｷ 高1

8 愛知淑徳 5065 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 高2
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 5068 福井くるみ ﾌｸｲ ｸﾙﾐ 高1

5066 佐藤　千景 ｻﾄｳ ﾁｶｹﾞ 高2
249 加藤　香林 ｶﾄｳ ｶﾘﾝ 高1

9 京都文教 6021 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 高1
K.Bunkyo 高校 6020 西川　楓花 ﾆｼｶﾜ ﾌｳｶ 高2

6019 矢野　成海 ﾔﾉ ﾅﾙﾐ 高3
275 浅野　綾音 ｱｻﾉ ｱﾔﾈ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 花咲徳栄 3104 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 高1

ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 3103 大村　華乃 ｵｵﾑﾗ ﾊﾅ 高2
3100 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 高2
238 黒澤　萌木 ｸﾛｻﾜ ﾓｴｷ 高1

1 日出 3347 奈良　梨花 ﾅﾗ ﾘｶ 高3
ﾋﾉﾃﾞ 高校 3350 荻野　弥月 ｵｷﾞﾉ ﾐﾂｷ 高2

3352 髙栁　まい ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 高2
3346 稲垣　美穂 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾎ 高3

2 福岡大附若葉 9017 川渕穂乃花 ｶﾜﾌﾞﾁ ﾎﾉｶ 高3
ﾌｸﾀﾞｲﾜｶﾊ 高校 9020 荒木　涼那 ｱﾗｷ ｽｽﾞﾅ 高2

9019 越川　由紀 ｺｼｶﾜ ﾕｷ 高3
188 山下　智美 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐ 高2

3 須磨学園 6217 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高1
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 6216 森　菜々子 ﾓﾘ ﾅﾅｺ 高1

6210 岩田　旭代 ｲﾜﾀ ｱｷﾖ 高3
6215 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高1

4 武蔵野 3285 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 高1
ﾑｻｼﾉ 高校 3281 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高2

3283 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 高1
3282 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 高2

5 淑徳巣鴨 3326 吉田真希子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷｺ 高3
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 3331 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 高1

3330 池江璃花子 ｲｹｴ ﾘｶｺ 高1
3328 長谷川涼香 ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 高2

6 昭和学院 3177 辻内　佳穂 ﾂｼﾞｳﾁ ｶﾎ 高2
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 高校 3178 小野　茉結 ｵﾉ ﾏﾕ 高1

25 松浦萌々香 ﾏﾂｳﾗ ﾓﾓｶ 高1
3179 高橋　有由 ﾀｶﾊｼ ｱﾕｳ 高1

7 日大山形 2061 矢萩　　晴 ﾔﾊｷﾞ ﾊﾙ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 2064 東海林のん ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾝ 高1

2062 須藤　美里 ｽﾄｳ ﾐｻﾄ 高3
2063 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 高2

8 共愛学園 3049 植木優唯奈 ｳｴｷ ﾕｲﾅ 高2
ｷｮｳｱｲ 高校 3044 小野田　葵 ｵﾉﾀﾞ ｱｵｲ 高3

3051 河田　尚子 ｶﾜﾀ ﾅｵｺ 高1
3046 河田　華佳 ｶﾜﾀ ﾊﾅｶ 高3

9 法政二 3427 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高1
ﾎｳｾｲﾆ 高校 3429 正能　愛里 ｼｮｳﾉｳ ｱｲﾘ 高1

3426 林　かほり ﾊﾔｼ ｶﾎﾘ 高1
3428 佐藤　美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 高1
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スタートリスト

競技No. 73 女子    800m   フリーリレー   予選   7組   高校記録  8:04.80
大会記録  8:15.94

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 ルーテル学院 9115 神﨑　百恵 ｺｳｻﾞｷ ﾓﾓｴ 高3

ﾙｰﾃﾙｶﾞｸｲﾝ 高校 9117 長塩　綾乃 ﾅｶﾞｼｵ ｱﾔﾉ 高2
9119 林田　麗奈 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾚｲﾅ 高1
9118 小田芙美子 ｵﾀﾞ ﾌﾐｺ 高2

1 九州学院 9108 河津　彩伽 ｶﾜﾂﾞ ｱﾔｶ 高2
ｷｭｳｼｭｳｶﾞｸｲﾝ 高校 9105 有働　毬加 ｳﾄﾞｳ ﾏﾘｶ 高3

9107 井手美紗稀 ｲﾃﾞ ﾐｻｷ 高3
9805 工藤　三愛 ｸﾄﾞｳ ｻﾁｶ 高3

2 八王子 3270 石川　優希 ｲｼｶﾜ ﾕｷ 高1
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 3272 川邉みなみ ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高1

3267 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 高2
3264 熊谷　笑里 ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ 高3

3 春日部共栄 3083 江森　　優 ｴﾓﾘ ﾕｳ 高3
ｷｮｳｴｲ 高校 3086 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 高2

3089 笹澤　　桃 ｻｻｻﾞﾜ ﾓﾓ 高1
3085 嵯峨　　皐 ｻｶﾞ ｻﾂｷ 高2

4 日大藤沢 3435 浅野　理子 ｱｻﾉ ﾘｺ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 3438 五十嵐美緒 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｵ 高2

3444 佐々木杏奈 ｻｻｷ ｱﾝﾅ 高1
3436 清田　朱音 ｷﾖﾀ ｱｶﾈ 高3

5 太成学院大高 6144 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 高1
ﾀｲｾｲ 高校 6141 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高2

6137 是枝　未来 ｺﾚｴﾀﾞ ﾐｸ 高2
6146 古八　優季 ﾌﾙﾊﾁ ﾕｷ 高1

6 豊川 5175 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高1
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 5172 高橋　美空 ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 高1

5170 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 高2
9810 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高1

7 椙山女学園 5088 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高1
SUGIYAMA 高校 5085 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高2

5084 深谷　侑以 ﾌｶﾔ ﾕｲ 高2
5083 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 高3

8 九産大附九州 9012 吉田　久乃 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾉ 高2
ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 9013 大友　優里 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾘ 高2

9014 義経奈津美 ﾖｼﾂﾈ ﾅﾂﾐ 高1
9016 岡田　　慶 ｵｶﾀﾞ ｹｲ 高1

9 愛み大瑞穂 252 高木　愛夏 ﾀｶｷﾞ ｱｲｶ 高3
MIZUHO 高校 5077 西垣　茉耶 ﾆｼｶﾞｷ ﾏﾔ 高3

5075 小﨑　絵莉 ｺｻﾞｷ ｴﾘ 高3
5076 市野　梨名 ｲﾁﾉ ﾘﾅ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 千葉商大付 3189 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 高2

SHODAI 高校 3192 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 高1
29 佐藤　果歩 ｻﾄｳ ｶﾎ 高2

3187 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高2

1 京都外大西 6034 今西　志帆 ｲﾏﾆｼ ｼﾎ 高3
KGN 高校 6036 武田つむぎ ﾀｹﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 高3

6042 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高1
280 竹田ひろか ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 高1

2 大体大浪商 6088 立石　深葉 ﾀﾃｲｼ ﾐﾖ 高3
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 6089 濱里　　葵 ﾊﾏｻﾄ ｱｵｲ 高2

6083 田中　香帆 ﾀﾅｶ ｶﾎ 高3
6086 三上　純心 ﾐｶﾐ ｱﾔﾐ 高3

3 湘南工大附 3380 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高1
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 3379 小堀　倭加 ｺﾎﾞﾘ ﾜｶ 高1

3378 田中　瑞姫 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾞｷ 高1
3374 佐野　葉月 ｻﾉ ﾊﾂﾞｷ 高3

4 埼玉栄 3151 柴田　夏海 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂﾐ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 3155 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高1

3153 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高1
3150 佐藤　千夏 ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 高2

5 近畿大附 6166 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 高1
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 6162 丸山　夏輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 高3

6163 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 高2
6164 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高1

6 武南 3136 市川　みく ｲﾁｶﾜ ﾐｸ 高1
ﾌﾞﾅﾝ 高校 3131 藤原　海帆 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾎ 高2

3133 一戸　真央 ｲﾁﾉﾍ ﾏｵ 高2
3134 松平花津音 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｶﾂﾞﾈ 高2

7 長岡大手 4037 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 高2
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 4036 渡辺奈々美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高2

4040 福永　みち ﾌｸﾅｶﾞ ﾐﾁ 高1
4038 工藤ななみ ｸﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 高2

8 東京立正 3246 島谷　葉那 ｼﾏﾀﾆ ﾊﾅ 高1
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼ 高校 3245 木村　莉乃 ｷﾑﾗ ﾘﾉ 高1

3247 矢﨑　真衣 ﾔｻﾞｷ ﾏｲ 高1
3244 原　由希子 ﾊﾗ ﾕｷｺ 高3

9 日大高 3400 大塚妃呂子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 3402 杉本　美波 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ 高2

3403 山田　優花 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 高2
67 堤　　萌由 ﾂﾂﾐ ﾓﾕ 高1
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