
第８６回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
日本ガイシスポーツプラザガイシアリーナ            

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  3:40.59
大会記録  3:46.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 北科大高 15 伊部　七海 ｲﾍﾞ ﾅﾅﾐ 高1
ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ 高校 14 今井　楽々 ｲﾏｲ ﾗﾗ 高1

13 青柳　七海 ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ 高3
17 佐藤　菜緒 ｻﾄｳ ﾅｵ 高1

4 高松工芸 1533 高橋美沙姫 ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ 高1
ﾀｶﾏﾂｺｳｹﾞ 高校 1531 伊丹　千晴 ｲﾀﾐ ﾁﾊﾙ 高2

1532 高田　真菜 ﾀｶﾀ ﾏﾅ 高2
1530 安藤　梨沙 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 高3

5 帯広大谷 76 青木　梨奈 ｱｵｷ ﾘﾅ 高1
ｵｵﾀﾆ 高校 73 真鍋　志帆 ﾏﾅﾍﾞ ｼﾎ 高1

74 中川湖乃美 ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾉﾐ 高1
72 蝦名　愛梨 ｴﾋﾞﾅ ｱｲﾘ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
0 西京 1518 内田　愛理 ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ 高3

ｻｲｷｮｳ 高校 1521 金田　美紅 ｶﾅﾀ ﾐｸ 高1
1519 佐々木　舞 ｻｻｷ ﾏｲ 高2
1520 木原　夏美 ｷﾊﾗ ﾅﾂﾐ 高2

1 北越 832 坂本　愛佳 ｻｶﾓﾄ ｱｲｶ 高2
ﾎｸｴﾂ 高校 836 本多　杏海 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾝﾐ 高1

831 足立　　綾 ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳ 高3
835 古泉　愛菜 ｺｲｽﾞﾐ ｱｲﾅ 高1

2 高岡商業 871 井山　美鈴 ｲﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 高3
ﾀｶｵｶｼｮｳ 高校 870 今田　莉子 ｲﾏﾀﾞ ﾘｺ 高3

872 山崎　友香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｶ 高2
873 山口友利衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｴ 高2

3 仙台二華 104 西田　涼花 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 高3
ｾﾝﾀﾞｲﾆｶ 高校 105 菅野　凪紗 ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 高3

107 菅原　美紅 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｸ 高3
106 井口　美祐 ｲｸﾞﾁ ﾐﾕ 高3

4 三潴 1662 塚本　珠未 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾏﾐ 高3
ﾐｽﾞﾏ 高校 1663 伊藤　巴菜 ｲﾄｳ ﾊﾅ 高3

1667 宇戸　優紀 ｳﾄ ﾕｳｷ 高2
1661 宮本　彩可 ﾐﾔﾓﾄ ｻｲｶ 高3

5 磐田農業 962 中野　小夏 ﾅｶﾉ ｺﾅﾂ 高2
ｲﾜﾉｳ 高校 964 小林　由奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 高1

956 水野　美鈴 ﾐｽﾞﾉ ﾐｽｽﾞ 高3
959 樋口　朋花 ﾋｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 高3

6 就実 1475 荒川　　葵 ｱﾗｶﾜ ｱｵｲ 高3
ｼｭｳｼﾞﾂ 高校 1472 児玉早弥香 ｺﾀﾞﾏ ｻﾔｶ 高3

1473 高橋　優海 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐ 高3
1474 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 高3

7 札幌大谷 44 落合　小春 ｵﾁｱｲ ｺﾊﾙ 高2
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀ 高校 48 川井　莉瑚 ｶﾜｲ ﾘｺ 高1

43 飯坂　　涼 ｲｲｻｶ ﾘｮｳ 高2
47 舛田　来唯 ﾏｽﾀﾞ ﾗｲ 高1

8 松山北 1563 石丸　帆夏 ｲｼﾏﾙ ﾎﾉｶ 高3
ﾏﾂﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 1568 濱家　未来 ﾊﾏｲｴ ﾐｷ 高1

1564 大西　朱星 ｵｵﾆｼ ｱｶﾘ 高2
1565 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
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3組
0 常磐大高 193 菅谷　　夢 ｽｶﾞﾔ ﾕﾒ 高2

ﾄｷﾜﾀﾞｲｺｳ 高校 192 矢野　佑歩 ﾔﾉ ﾕﾎ 高2
191 澤畠　麻那 ｻﾜﾊﾀ ﾏﾅ 高2
189 神坂　詩音 ｶﾐｻｶ ｼｵﾝ 高3

1 京都文教 1171 中島　海聖 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 高2
K.Bunkyo 高校 1172 稲多　夢朱 ｲﾅﾀﾞ ﾑｳｽ 高1

1166 坂本　晴野 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾉ 高3
1167 古田奈津美 ﾌﾙﾀ ﾅﾂﾐ 高3

2 本庄東 388 長谷川怜音 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲﾈ 高2
ﾎﾝｼﾞｮｳﾋｶ 高校 389 佐瀬　早紀 ｻｾ ｻｷ 高1

392 佐藤　凜花 ｻﾄｳ ﾘﾝｶ 高1
386 吉野　美里 ﾖｼﾉ ﾐｻﾄ 高3

3 鹿児島情報 1753 仮屋　美邑 ｶﾘﾔ ﾐｻﾄ 高3
ｶｼﾞｮｳﾎｳ 高校 1758 中島　祐佳 ﾅｶｼﾏ ﾕｶ 高1

1754 尾堂　　楓 ｵﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 高3
1756 中村　美海 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾐ 高2

4 東京立正 492 島谷　葉那 ｼﾏﾀﾆ ﾊﾅ 高3
ﾄｳｷｮｳﾘｯｼ 高校 494 小川　萌々 ｵｶﾞﾜ ﾓﾓ 高1

491 木村　莉乃 ｷﾑﾗ ﾘﾉ 高3
493 矢﨑　真衣 ﾔｻﾞｷ ﾏｲ 高3

5 大阪成蹊 1234 梶田明日香 ｶｼﾞﾀ ｱｽｶ 高3
ｵｵｻｶｾｲｹｲ 高校 1239 山本すみれ ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾚ 高1

1240 山中　　空 ﾔﾏﾅｶ ｿﾗ 高1
1236 藤　　　瞳 ﾄｳ ﾋﾄﾐ 高2

6 浜名 977 袴田　有美 ﾊｶﾏﾀ ｱﾐ 高2
ﾊﾏﾅ 高校 981 桐山　佳穂 ｷﾘﾔﾏ ｶﾎ 高1

978 川本　麻衣 ｶﾜﾓﾄ ﾏｲ 高2
976 山本実ノ里 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ 高2

7 四條畷学園 1227 安達　貴砂 ｱﾀﾞﾁ ｷｻ 高3
ﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 高校 1232 松村　　華 ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾅ 高1

1228 原　美都紀 ﾊﾗ ﾐﾂｷ 高3
1230 渡邉　美有 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 高2

8 成田 399 岩田　歩実 ｲﾜﾀ ｱﾕﾐ 高3
ﾅﾘﾀｺｳ 高校 402 田中　　花 ﾀﾅｶ ﾊﾅ 高1

400 竹中　夏都 ﾀｹﾅｶ ﾅﾂ 高2
401 小川　幸夏 ｵｶﾞﾜ ｻﾁｶ 高1

9 常総学院 207 菊地　夏佳 ｷｸﾁ ﾅﾂｶ 高3
ｼﾞｮｳｿｳｶﾞ 高校 210 福崎　　愛 ﾌｸｻｷ ｱｲ 高3

206 永塚　そら ﾅｶﾞﾂｶ ｿﾗ 高3
212 小野　舞夏 ｵﾉ ﾏｲｶ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 東海大浦安 453 松島　香帆 ﾏﾂｼﾏ ｶﾎ 高3

ﾄｳｶｲｳﾗﾔｽ 高校 457 小野寺はな ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ 高2
458 岩屋　夏音 ｲﾜﾔ ﾅﾂﾈ 高2
456 高山　風月 ﾀｶﾔﾏ ﾌﾂﾞｷ 高2

1 羽衣学園 1262 入江　望来 ｲﾘｴ ﾐｸ 高2
ﾊｺﾞﾛﾓ 高校 1259 野中　愛加 ﾉﾅｶ ｱｲｶ 高3

1261 西牟田茉鈴 ﾆｼﾑﾀ ﾏﾘﾝ 高2
1260 岩村　有彩 ｲﾜﾑﾗ ｱﾘｻ 高3

2 星野 323 上原みなみ ｳｴﾊﾗ ﾐﾅﾐ 高1
ﾎｼﾉ 高校 324 今井　理央 ｲﾏｲ ﾘｵ 高1

320 山口　千夏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾅﾂ 高3
321 髙井美莉衣 ﾀｶｲ ﾐﾘｲ 高2

3 大体大浪商 1256 青山　美咲 ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ 高2
ﾅﾐｼｮｳｺｳｺ 高校 1258 山口　花梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 高1

1254 丸尾　栞那 ﾏﾙｵ ｶﾝﾅ 高3
1255 大平　愛夏 ｵｵﾋﾗ ｱｲｶ 高2

4 桐蔭学園 773 真田　侑奈 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾅ 高3
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 776 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高2

778 神部　愛乃 ｶﾝﾍﾞ ｱｲﾉ 高1
775 嵯峨　万琴 ｻｶﾞ ﾏｺﾄ 高2

5 八幡浜 1575 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高2
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 1576 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高2

1578 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 高1
1577 菊地　真碧 ｷｸﾁ ﾏﾐ 高1

6 武南 352 岩﨑　　蘭 ｲﾜｻｷ ﾗﾝ 高2
ﾌﾞﾅﾝ 高校 347 市川　みく ｲﾁｶﾜ ﾐｸ 高3

345 金子　　葵 ｶﾈｺ ｱｵｲ 高3
348 中村菜々花 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｶ 高3

7 浦和第一女子 332 佐久間亜未 ｻｸﾏ ｱﾐ 高2
ｳﾗﾜｲﾁｼﾞｮ 高校 329 田島　優花 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｶ 高3

331 安藤　舞佳 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｲｶ 高2
328 成田　真由 ﾅﾘﾀ ﾏﾕ 高3

8 駒場 472 仙石　葉奈 ｾﾝｺﾞｸ ﾊﾅ 高2
ｺﾏﾊﾞ 高校 473 加藤　未悠 ｶﾄｳ ﾐﾕ 高2

476 田畑　有香 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｶ 高1
470 飯島　菜月 ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 高3

9 市立尼崎 1362 吉岡亜可梨 ﾖｼｵｶ ｱｶﾘ 高3
ICHIAMA 高校 1367 三木　怜奈 ﾐｷ ﾚｲﾅ 高1

1365 金子はづき ｶﾈｺ ﾊﾂﾞｷ 高2
1363 大野なな実 ｵｵﾉ ﾅﾅﾐ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 愛み大瑞穂 992 戸田　菜月 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1

MIZUHO 高校 994 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高1
990 水谷　　楓 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 高2
986 野口　紗依 ﾉｸﾞﾁ ｻｲ 高3

1 東北 129 中園　千尋 ﾅｶｿﾞﾉ ﾁﾋﾛ 高3
ﾄｳﾎｸ 高校 135 木村　優香 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 高2

130 伊藤　　鈴 ｲﾄｳ ｽｽﾞ 高3
137 伊藤　亜蓮 ｲﾄｳ ｱﾚﾝ 高1

2 八王子 527 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高2
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 528 鈴木　由依 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 高2

522 箭内美七海 ﾔﾅｲ ﾐﾅﾐ 高3
521 川村野乃実 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾉﾐ 高3

3 湘南工大附 645 石﨑　美結 ｲｼｻﾞｷ ﾐﾕｳ 高3
ｼｮｳﾅﾝｺｳｶ 高校 641 田中　瑞姫 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾞｷ 高3

652 森岡　碧海 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 高1
655 佐々木梨湖 ｻｻｷ ﾘｺ 高1

4 淑徳巣鴨 590 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 高1
ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ 高校 587 庄司　朋世 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾖ 高2

586 鈴木　　希 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 高3
589 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高2

5 須磨学園 1401 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高3
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1400 北井ひかり ｷﾀｲ ﾋｶﾘ 高3

1410 井上　真帆 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ 高1
1402 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高3

6 法政二 709 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高3
ﾎｳｾｲﾆ 高校 717 米光　美桜 ﾖﾈﾐﾂ ﾐｵ 高2

710 佐藤　美雨 ｻﾄｳ ﾐｳ 高3
714 村上　夏帆 ﾑﾗｶﾐ ｶﾎ 高2

7 花咲徳栄 318 山本　葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 高1
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 309 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 高3

307 斉藤　祐奈 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ 高3
315 石井　　翠 ｲｼｲ ﾐﾄﾞﾘ 高2

8 長岡大手 1778 土橋　　輝 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋｶﾙ 高1
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 826 原澤　珠緒 ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ 高3

1777 金子　弥央 ｶﾈｺ ﾐｵ 高2
825 福永　みち ﾌｸﾅｶﾞ ﾐﾁ 高3

9 日出 608 小原　天寧 ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ 高1
ﾋﾉﾃﾞ 高校 611 野村　京桜 ﾉﾑﾗ ｷｮｳｻｸﾗ 高1

606 鈴木　　舞 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 高2
603 服部　千夏 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾅﾂ 高3
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大会記録  3:46.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 市立沼田 1498 松下　舜佳 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝｶ 高2

ﾇﾏﾀ 高校 1494 植村　　奏 ｳｴﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 高2
1496 山本　和奏 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ 高2
1492 髙須　　萌 ﾀｶｽ ﾒｸﾞﾐ 高3

1 太成学院大高 1333 吉原　麻夏 ﾖｼﾊﾗ ﾏﾅﾂ 高2
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 1338 星山　茅奈 ﾎｼﾔﾏ ﾁﾅ 高1

1330 古八　優季 ﾌﾙﾊﾁ ﾕｷ 高3
1326 笠原　瑠南 ｶｻﾊﾗ ﾙﾅ 高3

2 中京大中京 1057 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高1
CHUKYO 高校 1055 中間　海菜 ﾅｶﾏ ﾐﾅ 高1

1054 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高2
1056 岩村　夏佳 ｲﾜﾑﾗ ﾅﾂｶ 高1

3 天理 1432 川西　亜弥 ｶﾜﾆｼ ｱﾔ 高1
ﾃﾝﾘｺｳｺｳ 高校 1429 河田　萌花 ｶﾜﾀ ﾎﾉｶ 高2

1427 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 高3
1431 種村　舞雪 ﾀﾈﾑﾗ ﾏﾕ 高1

4 豊川 1098 竹内　愛貴 ﾀｹｳﾁ ｱｲｷ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1101 土井　香凜 ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ 高2

1100 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高3
1097 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高3

5 近畿大附 1350 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高3
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 1351 菊地　未愛 ｷｸﾁ ﾐﾁｶ 高2

1352 林　　希菜 ﾊﾔｼ ｷﾅ 高2
1349 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高3

6 日大高 677 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 676 桝渕あゆり ﾏｽﾌﾞﾁ ｱﾕﾘ 高2

678 篠田　沙彩 ｼﾉﾀﾞ ｻｱﾔ 高2
681 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高2

7 ルーテル学院 1730 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 高1
ﾙｰﾃﾙ 高校 1729 古木　遥香 ﾌﾙｷ ﾊﾙｶ 高2

1726 林田　麗奈 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾚｲﾅ 高3
1732 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 高1

8 和歌山北 1437 武中香奈枝 ﾀｹﾅｶ ｶﾅｴ 高2
ﾜｶﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 1439 藤本　天海 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾏﾐ 高2

1438 中尾　有稀 ﾅｶｵ ｱｷ 高2
1441 森　　愛菜 ﾓﾘ ｱｲﾅ 高1

9 藤村女子 501 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高3
ﾌｼﾞﾑﾗ 高校 502 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高3

505 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高2
504 押田　茉桜 ｵｼﾀﾞ ﾏｵ 高2
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神奈川

熊  本

和歌山

東  京

加　盟

広  島

大  阪

愛  知

奈  良

愛  知

大  阪



第８６回日本高等学校選手権水泳競技大会            
                                                  
日本ガイシスポーツプラザガイシアリーナ            

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  3:40.59
大会記録  3:46.83

水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 昭和学院 424 星　　美里 ﾎｼ ﾐｻﾄ 高2

ｼｮｳﾜｶﾞｸｲ 高校 419 小野　茉結 ｵﾉ ﾏﾕ 高3
420 高橋　有由 ﾀｶﾊｼ ｱﾕｳ 高3
426 賀部　寿音 ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 高1

1 武蔵野 549 橋本季里香 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘｶ 高1
ﾑｻｼﾉ 高校 541 長尾　有紗 ﾅｶﾞｵ ｱﾘｻ 高3

548 今野凜々香 ｺﾝﾉ ﾘﾘｶ 高1
543 金森　あい ｶﾅﾓﾘ ｱｲ 高3

2 京都外大西 1186 竹田ひろか ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 高3
KGN 高校 1199 奥村　紗代 ｵｸﾑﾗ ｻﾖ 高1

1185 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高3
1194 渡会　円香 ﾜﾀﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高1

3 春日部共栄 286 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高2
ｷｮｳｴｲ 高校 284 中村　天音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 高2

291 相川　琴音 ｱｲｶﾜ ｺﾄﾈ 高1
280 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 高3

4 日大藤沢 755 川口　茉美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 748 城戸　佑菜 ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ 高2

746 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高2
756 栗山　百花 ｸﾘﾔﾏ ﾓﾓｶ 高1

5 埼玉栄 373 神田　美夢 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾕ 高2
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 369 松本　菜美 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐ 高3

372 藤原　由唯 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 高2
367 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高3

6 城南静岡 944 松永　爽羽 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ 高1
Jｼｽﾞｵｶ 高校 938 築地由莉亜 ﾂｷｼﾞ ﾕﾘｱ 高3

940 青嶋　瑠菜 ｱｵｼﾏ ﾙﾅ 高3
943 大池　瑞姫 ｵｵｲｹ ﾐｽﾞｷ 高1

7 椙山女学園 1008 石川　琴巳 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ 高2
SUGIYAMA 高校 1000 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高3

1011 榎本　華子 ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ 高2
1001 髙橋　　歩 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 高3

8 日大山形 155 加藤　優奈 ｶﾄｳ ﾕﾅ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾔﾏｶ 高校 150 東海林のん ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾝ 高3

151 齋藤　実来 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 高3
149 髙梨由佳理 ﾀｶﾅｼ ﾕｶﾘ 高3

9 関大北陽 1281 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 高2
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 1283 林　　依茉 ﾊﾔｼ ｴﾏ 高2

1286 大杉　愛佳 ｵｵｽｷﾞ ﾏﾅｶ 高1
1279 浜田ほのか ﾊﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ 高3
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愛  知

山  形

大  阪

加　盟

東  京

京  都

埼  玉

神奈川

埼  玉

静  岡

千  葉


