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水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 札幌国際情報 1072 川口　育未 ｶﾜｸﾞﾁ ｲｸﾐ 高1
ｻｯﾎﾟﾛｺｸｻ 高校 1069 工藤　雪乃 ｸﾄﾞｳ ﾕｷﾉ 高2

1070 中山　真耶 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾔ 高1
1068 干潟　未夢 ﾋｶﾞﾀ ﾐﾕ 高2

4 札幌大谷 1028 荒川　愛衣 ｱﾗｶﾜ ﾒｲ 高3
ｻﾂｵｵﾀﾆ 高校 1031 津田紗也加 ﾂﾀﾞ ｻﾔｶ 高1

1032 梶井　美陽 ｶｼﾞｲ ﾐﾖｳ 高1
1033 落合　小春 ｵﾁｱｲ ｺﾊﾙ 高1

5 札幌北 1055 及川　莉加 ｵｲｶﾜ ﾘｶ 高2
ｻｯﾎﾟﾛｷﾀ 高校 1057 米倉　　葵 ﾖﾈｸﾗ ｱｵｲ 高2

1056 今渡　有美 ｺﾝﾄﾞ ｳﾐ 高2
1058 森　　涼華 ﾓﾘ ｽｽﾞｶ 高2
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2組
0 高岡商業 4009 今田　莉子 ｲﾏﾀﾞ ﾘｺ 高2

ﾀｶｵｶｼｮｳ 高校 4010 井山　美鈴 ｲﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 高2
4011 山崎　友香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｶ 高1
4012 山口友利衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｴ 高1

1 小松市立 4018 深田実乃里 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高3
ｺﾏﾂｼﾘﾂ 高校 4020 深沢　　恵 ﾌｶｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 高1

4019 竹野　　桜 ﾀｹﾉ ｻｸﾗ 高2
4021 森　　咲菜 ﾓﾘ ｻﾅ 高1

2 就実 7042 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 高2
ｼｭｳｼﾞﾂ 高校 7038 藤原　華乃 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉ 高3

7040 児玉早弥香 ｺﾀﾞﾏ ｻﾔｶ 高2
7041 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 高2

3 ルーテル学院 9111 小田芙美子 ｵﾀﾞ ﾌﾐｺ 高3
ﾙｰﾃﾙ 高校 9112 熊谷美乃莉 ｸﾏｶﾞｴ ﾐﾉﾘ 高2

9113 林田　麗奈 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾚｲﾅ 高2
9116 古木　遥香 ﾌﾙｷ ﾊﾙｶ 高1

4 城南静岡 5041 青嶋　瑠菜 ｱｵｼﾏ ﾙﾅ 高2
Jｼｽﾞｵｶ 高校 5042 松原　未侑 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 高1

5039 東　　夏子 ﾋｶﾞｼ ﾅﾂｺ 高3
5040 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 高2

5 美作 7025 岩堀　結優 ｲﾜﾎﾘ ﾕｳ 高1
ﾐﾏｻｶ 高校 7023 中村　彩乃 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾉ 高2

7024 田口　侑季 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高1
7022 岩堀　愛満 ｲﾜﾎﾘ ﾏﾅﾐ 高3

6 和洋国府台 3183 宇井あゆ乃 ｳｲ ｱﾕﾉ 高3
ﾜﾖｳ 高校 3185 松村　多恵 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｴ 高1

3186 澤田　海帆 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾎ 高1
3184 發地　優花 ﾎｯﾁ ﾕｳｶ 高2

7 新田 8029 岩間　薫乃 ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ 高2
ﾆｯﾀ 高校 8028 戒能　朝陽 ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ 高2

8030 秀野　由光 ｼｭｳﾉ ﾕﾐ 高1
8027 秀野　加奈 ｼｭｳﾉ ｶﾅ 高3

8 松山西中等 8015 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 高3
ﾏﾂﾔﾏﾆｼ 高校 8017 岡田　　彩 ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 高1

8018 兵頭　里美 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｻﾄﾐ 高1
8016 坂口　聖奈 ｻｶｸﾞﾁ ｾｲﾅ 高2
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3組
0 西城陽 6052 辻　　薫乃 ﾂｼﾞ ﾕｷﾉ 高1

ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳ 高校 6049 小島　早織 ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ 高3
6051 岡村　夏代 ｵｶﾑﾗ ﾅﾂﾖ 高2
6050 山岡　優花 ﾔﾏｵｶ ﾕｳｶ 高3

1 東海大浦安 3204 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 高2
ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 3614 岩屋　夏音 ｲﾜﾔ ﾅﾂﾈ 高1

3203 重永　優花 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾕｳｶ 高3
3207 高山　風月 ﾀｶﾔﾏ ﾌﾂﾞｷ 高1

2 市川学園 3168 森　　はな ﾓﾘ ﾊﾅ 高2
ｲﾁｶﾜ 高校 3167 徳永　彩花 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾔｶ 高3

3170 石田ちひろ ｲｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高2
3169 込山　　瞳 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 高2

3 飛龍 5027 木村　香純 ｷﾑﾗ ｶｽﾐ 高1
ﾋﾘｭｳ 高校 5026 氏家　彩乃 ｳｼﾞｲｴ ｱﾔﾉ 高3

5025 椛　　愛理 ｶﾝﾊﾞ ｱｲﾘ 高3
5028 福室　星奈 ﾌｸﾑﾛ ｾﾅ 高1

4 淑徳巣鴨 3322 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 高2
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 3324 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高1

3319 石井　真歩 ｲｼｲ ﾏｱﾕ 高3
3323 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高1

5 盛岡南 2019 吉田　花穂 ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ 高2
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 2018 田中　沙羅 ﾀﾅｶ ｻﾗ 高2

2017 立花　莉帆 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘﾎ 高3
2016 阿部ひまわり ｱﾍﾞ ﾋﾏﾜﾘ 高3

6 草津東 6002 土田　美典 ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高3
ｸｻﾂﾋｶﾞｼ 高校 6003 五味　　希 ｺﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 高3

6004 山川こまち ﾔﾏｶﾜ ｺﾏﾁ 高2
6005 伊藤　芽花 ｲﾄｳ ﾒｲｶ 高1

7 日大二 3284 山田　早紀 ﾔﾏﾀﾞ ｻｷ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲ2 高校 3287 髙橋　来夏 ﾀｶﾊｼ ﾗﾅ 高1

3286 川原　舞夏 ｶﾜﾊﾗ ﾏｲｶ 高3
3285 川原　結夏 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｶ 高3

8 墨田川 3227 西田　彩乃 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 高3
ｽﾐﾀﾞｶﾞﾜ 高校 3230 太田萌々子 ｵｵﾀ ﾓﾓｺ 高2

3229 八木　美月 ﾔｷﾞ ﾐﾂｷ 高2
3228 鳥羽くるみ ﾄﾊﾞ ｸﾙﾐ 高3

9 桐蔭学園 3450 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高1
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 3449 真田　侑奈 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾅ 高2

3448 緒方　香連 ｵｶﾞﾀ ｶﾚﾝ 高3
3447 武井　もも ﾀｹｲ ﾓﾓ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 和歌山北 6275 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 高1

ﾜｶﾔﾏｷﾀ 高校 6273 山﨑　　光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 高2
6274 古田　瑞季 ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞｷ 高1
6277 藤本　天海 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾏﾐ 高1

1 愛知淑徳 5076 伊藤　悠乃 ｲﾄｳ ﾊﾙﾉ 高3
ｱｲﾁｼｭｸﾄｸ 高校 5079 福井くるみ ﾌｸｲ ｸﾙﾐ 高2

5077 佐藤　千景 ｻﾄｳ ﾁｶｹﾞ 高3
5080 加藤　香林 ｶﾄｳ ｶﾘﾝ 高2

2 八幡浜 8011 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高1
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 8010 矢野　萌佳 ﾔﾉ ﾓｴｶ 高3

8009 坂本　結虹 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾆ 高3
8012 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高1

3 旭丘 5153 竹内　　碧 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 高1
ｱｻﾋｶﾞｵｶ 高校 5151 五十嵐野恵 ｲｶﾞﾗｼ ﾉｴ 高3

5152 竹内　梨乃 ﾀｹｳﾁ ﾘﾉ 高2
5150 間島　玲奈 ﾏｼﾞﾏ ﾚﾅ 高3

4 福大附属若葉 9025 荒木　涼那 ｱﾗｷ ｽｽﾞﾅ 高3
ﾌｸﾀﾞｲﾜｶﾊ 高校 9031 渡辺　三空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 高1

9023 立花　朋佳 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｶ 高3
9024 山下　智美 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐ 高3

5 鹿児島情報 9145 仮屋　美邑 ｶﾘﾔ ﾐｻﾄ 高2
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 9142 三宅　珠生 ﾐﾔｹ ﾀﾏｷ 高3

9146 尾堂　　楓 ｵﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 高2
9148 浦本　奈々 ｳﾗﾓﾄ ﾅﾅ 高1

6 天理 6266 河田　萌花 ｶﾜﾀ ﾎﾉｶ 高1
ﾃﾝﾘ 高校 6264 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 高2

6263 大西　　栞 ｵｵﾆｼ ｼｵﾘ 高2
6262 吉川　綾乃 ｷｯｶﾜ ｱﾔﾉ 高3

7 中京大中京 5146 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高1
CHUKYO 高校 5141 田中　朱珠 ﾀﾅｶ ｼｭｼﾞｭ 高3

5145 小牧　美優 ｺﾏｷ ﾐﾕ 高1
5142 櫻井　莉子 ｻｸﾗｲ ﾘｺ 高2

8 日大高 3387 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 3641 山田　優花 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 高3

3385 杉本　美波 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅﾐ 高3
3386 桝渕あゆり ﾏｽﾌﾞﾁ ｱﾕﾘ 高1

9 相模女子 3437 森本　優香 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｶ 高3
ｻｶﾞﾐｼﾞｮｼ 高校 3442 舩木　雅菜 ﾌﾅｷ ﾏｻﾅ 高1

3441 石田恵理香 ｲｼﾀﾞ ｴﾘｶ 高1
3439 横溝　万波 ﾖｺﾐｿﾞ ｶｽﾞﾊ 高3
Page: 4/7 Printing: 2017/08/17 14:18:11

神奈川

加　盟

愛  知

福  岡

鹿児島

奈  良

愛  知

神奈川

和歌山

愛  知

愛  媛



第８５回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
セントラルスポーツＧ21プール                      

スタートリスト

競技No.  7 女子   4x100m   フリーリレー   予選   7組   高校記録  3:42.81
  大会記録  3:46.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 大体大浪商 6087 濱里　　葵 ﾊﾏｻﾄ ｱｵｲ 高3

ﾅﾐｼｮｳ 高校 6093 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 高1
6092 丸尾　栞那 ﾏﾙｵ ｶﾝﾅ 高2
6089 廣岡　佐紀 ﾋﾛｵｶ ｻｷ 高3

1 九産大付九州 9017 吉田　久乃 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻﾉ 高3
ｷｭｳｼｭｳ 高校 9022 岡田　　慶 ｵｶﾀﾞ ｹｲ 高2

9019 大友　優里 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾘ 高3
9020 義経奈津美 ﾖｼﾂﾈ ﾅﾂﾐ 高2

2 昭和学院 3176 徳永　美緒 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｵ 高3
ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 高校 3178 小野　茉結 ｵﾉ ﾏﾕ 高2

3179 高橋　有由 ﾀｶﾊｼ ｱﾕｳ 高2
3177 辻内　佳穂 ﾂｼﾞｳﾁ ｶﾎ 高3

3 太成学院大高 6161 吉原　麻夏 ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾂ 高1
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 6154 岩佐磨亜沙 ｲﾜｻ ﾏｱｻ 高3

6159 古八　優季 ﾌﾙﾊﾁ ﾕｷ 高2
6157 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 高2

4 湘南工大附 3367 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高2
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 3365 田中　瑞姫 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾞｷ 高2

3363 坂本　理奈 ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ 高3
3362 原　　瞳子 ﾊﾗ ﾄｳｺ 高3

5 近畿大附 6175 竹村　花梨 ﾀｹﾑﾗ ｶﾘﾝ 高2
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 6179 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 高1

6178 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高1
6172 入澤　　愛 ｲﾘｻﾜ ﾏﾅ 高3

6 東北 2037 中園　千尋 ﾅｶｿﾞﾉ ﾁﾋﾛ 高2
ﾄｳﾎｸ 高校 2036 縄　　怜奈 ﾅﾜ ﾚｲﾅ 高3

2038 伊藤　　鈴 ｲﾄｳ ｽｽﾞ 高2
2041 木村　優香 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 高1

7 羽衣学園 6096 佐藤　　栞 ｻﾄｳ ｼｵﾘ 高3
ﾊｺﾞﾛﾓ 高校 6097 野中　愛加 ﾉﾅｶ ｱｲｶ 高2

6098 西牟田茉鈴 ﾆｼﾑﾀ ﾏﾘﾝ 高1
6099 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 高1

8 日出 3343 水口　知保 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾁﾎ 高1
ﾋﾉﾃﾞ 高校 3340 髙栁　まい ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 高3

3342 鈴木　　舞 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 高1
3344 木村　瑠里 ｷﾑﾗ ﾙﾘ 高1

9 関西学院高 6215 入江　七海 ｲﾘｴ ﾅﾅﾐ 高3
ｶﾝｶﾞｸｺｳ 高校 6214 笠松　百佳 ｶｻﾏﾂ ﾓﾓｶ 高3

6219 信川　絢里 ﾉﾌﾞｶﾜ ｱﾔﾘ 高1
6217 林　みのり ﾊﾔｼ ﾐﾉﾘ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 市立沼田 7054 坂本　志織 ｻｶﾓﾄ ｼｵﾘ 高2

ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾀ 高校 7058 松下　舜佳 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝｶ 高1
7055 植村　　奏 ｳｴﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 高1
7056 山本　和奏 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ 高1

1 椙山女学園 5092 深谷　侑以 ﾌｶﾔ ﾕｲ 高3
SUGIYAMA 高校 5093 石川　珠妃 ｲｼｶﾜ ﾀﾏｷ 高3

5096 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高2
5103 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 高1

2 武南 3127 岩﨑　　蘭 ｲﾜｻｷ ﾗﾝ 高1
ﾌﾞﾅﾝ 高校 3122 山口　侑希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ 高3

3121 藤原　海帆 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾎ 高3
3124 松平花津音 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｶﾂﾞﾈ 高3

3 須磨学園 6237 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高2
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 6239 居林　優衣 ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 高2

6233 岡　真衣香 ｵｶ ﾏｲｶ 高3
6236 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高2

4 埼玉栄 3145 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 高1
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 3144 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高1

3137 伊藤　若菜 ｲﾄｳ ﾜｶﾅ 高3
3143 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高2

5 千葉商大付 3192 梅澤　麻友 ｳﾒｻﾞﾜ ﾏﾕ 高3
SHODAI 高校 3191 持田　早智 ﾓﾁﾀﾞ ｻﾁ 高3

3193 柏崎　清花 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾔｶ 高3
3196 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 高2

6 八王子 3259 川村野乃実 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾉﾐ 高2
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 3266 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高1

3267 鈴木　由依 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 高1
3258 小川　真菜 ｵｶﾞﾜ ﾏﾅ 高3

7 法政二 3408 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高2
ﾎｳｾｲﾆ 高校 3411 喩　　蘭迪 ﾕ ﾗﾝﾃﾞｨ 高1

3414 米光　美桜 ﾖﾈﾐﾂ ﾐｵ 高1
3409 佐藤　美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 高2

8 京都文教 6019 古田奈津美 ﾌﾙﾀ ﾅﾂﾐ 高2
ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷ 高校 6018 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 高2

6017 西川　楓花 ﾆｼｶﾜ ﾌｳｶ 高3
6020 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 高1

9 藤村女子 3243 船木　里菜 ﾌﾅｷ ﾘﾅ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗ 高校 3245 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高2

3246 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高1
3244 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 花咲徳栄 3092 森光　七星 ﾓﾘﾐﾂ ﾅﾅｾ 高3

ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 3094 斉藤　祐奈 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ 高2
3090 岡　　美里 ｵｶ ﾐｻﾄ 高3
3096 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 高2

1 長岡大手 4048 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 4051 福永　みち ﾌｸﾅｶﾞ ﾐﾁ 高2

4046 泉井　琴美 ﾜｸｲ ｺﾄﾐ 高3
4047 渡辺奈々美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高3

2 京都外大西 6040 何澤　由衣 ｶｻﾞﾜ ﾕｲ 高1
KGN 高校 6036 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高2

6037 竹田ひろか ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 高2
6035 北田　　祥 ｷﾀﾀﾞ ｻﾁ 高3

3 豊川 5186 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 高2
ﾄﾖｶﾜ 高校 5189 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高1

5183 鈴木　理奈 ｽｽﾞｷ ｵｻﾅ 高2
5801 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高2

4 日大藤沢 3433 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 3431 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高1

3652 五十嵐美緒 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｵ 高3
3429 竹内　華那 ﾀｹｳﾁ ｶﾅ 高1

5 春日部共栄 3079 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高1
KYOEI 高校 3075 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 高2

3074 宮坂　倖乃 ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾉ 高2
3073 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 高3

6 武蔵野 3276 谷頭　　聖 ﾀﾆｶﾞｼﾗ ﾋｼﾞﾘ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 3280 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 高2

3275 山本茉由佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ 高3
3277 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 高2

7 関大北陽 6115 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 高1
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 6110 山口　倫羽 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾊ 高3

6112 奥埜　咲楽 ｵｸﾉ ｻｸﾗ 高3
6113 吉川　円香 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 高3

8 日大山形 2059 荘司菜々子 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾅｺ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 2061 齋藤　実来 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 高2

2060 東海林のん ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾝ 高2
2062 佐藤　　麗 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 高1

9 市立尼崎 6198 奥山　綾子 ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ 高3
ｲﾁｱﾏ 高校 6201 金子はづき ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ 高1

6200 大野なな実 ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ 高1
6199 喜來　夏純 ｷﾗｲ ｶｽﾐ 高3
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