
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. 75 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  3:59.97
大会記録  4:06.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
0

1

2

3 北科大高 13 青柳　七海 ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ 高3
ﾎｯｶﾀﾞｲｺｳ 高校 18 池田　亜子 ｲｹﾀﾞ ｱｺ 高1

19 中村　彩鈴 ﾅｶﾑﾗ ｷﾗﾘ 高1
16 木村　ユイ ｷﾑﾗ ﾕｲ 高1

4 松山西中等 1556 岡田　　彩 ｵｶﾀﾞ ｱﾔ 高2
ﾏﾂﾔﾏﾆｼ 高校 1558 兵頭　里美 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｻﾄﾐ 高2

1557 川連いつき ｶﾜﾂﾚ ｲﾂｷ 高2
1559 佐伯　　星 ｻｴｷ ｱｶﾘ 高1

5 帯広大谷 76 青木　梨奈 ｱｵｷ ﾘﾅ 高1
ｵｵﾀﾆ 高校 75 早苗　純鈴 ｻﾅｴ ｽﾐﾚ 高1

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

2組
0

1 金沢学院 897 川本　　虹 ｶﾜﾓﾄ ﾅﾅ 高3
ｶﾅｻﾞﾜｶﾞｸ 高校 898 蓮村　珠里 ﾊｽﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 高3

896 小田　美咲 ｺﾀﾞ ﾐｻｷ 高3
895 河岸　凜子 ｶﾜｷﾞｼ ﾘﾝｺ 高3

2 高岡商業 870 今田　莉子 ｲﾏﾀﾞ ﾘｺ 高3
ﾀｶｵｶｼｮｳ 高校 873 山口友利衣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘｴ 高2

872 山崎　友香 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｶ 高2
871 井山　美鈴 ｲﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 高3

3 秋田北 142 沢田　海音 ｻﾜﾀﾞ ﾐｵ 高2
ｱｷﾀｷﾀ 高校 141 佐藤真由子 ｻﾄｳ ﾏﾕｺ 高2

143 柿崎　杏弥 ｶｷｻﾞｷ ｱﾐ 高2
140 大和茉里亜 ﾔﾏﾄ ﾏﾘｱ 高3

4 墨田川 487 田中　千紘 ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ 高1
ｽﾐﾀﾞｶﾞﾜ 高校 486 長谷　珠那 ﾊｾ ｽｽﾞﾅ 高1

484 八木　美月 ﾔｷﾞ ﾐﾂｷ 高3
485 太田萌々子 ｵｵﾀ ﾓﾓｺ 高3

5 花咲徳栄 316 村上　愛利 ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾘ 高2
ﾊﾅｻｷﾄｸﾊﾙ 高校 310 野本ひかる ﾉﾓﾄ ﾋｶﾙ 高3

311 染谷　紫温 ｿﾒﾔ ｼｵﾝ 高2
309 平川　　桜 ﾋﾗｶﾜ ｻｸﾗ 高3

6 愛工大名電 1073 青山　友南 ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾅ 高1
ﾒｲﾃﾞﾝｺｳ 高校 1069 朝日　菜月 ｱｻﾋ ﾅﾂｷ 高3

1072 加藤　愛実 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 高1
1071 鈴木　結理 ｽｽﾞｷ ﾕﾘ 高1

7 松山北 1568 濱家　未来 ﾊﾏｲｴ ﾐｷ 高1
ﾏﾂﾔﾏｷﾀｺｳ 高校 1566 三上　花菜 ﾐｶﾐ ﾊﾅ 高2

1565 菅原　千博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 高2
1563 石丸　帆夏 ｲｼﾏﾙ ﾎﾉｶ 高3

8 札幌大谷 46 福原　唯夏 ﾌｸﾊﾗ ﾕｲｶ 高1
ｻｯﾎﾟﾛｵｵﾀ 高校 41 吉田　佑衣 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲ 高2

39 杉山みなみ ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 高3
48 川井　莉瑚 ｶﾜｲ ﾘｺ 高1
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
0 九産大九州 1614 義経奈津美 ﾖｼﾂﾈ ﾅﾂﾐ 高3

ｷｭｳｼｭｳｺｳ 高校 1615 福島　由樹 ﾌｸｼﾏ ﾕｷ 高3
1616 岡田　　慶 ｵｶﾀﾞ ｹｲ 高3
1618 吉永莉々佳 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘﾘｶ 高1

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

2 静岡商業 934 加藤　杏樹 ｶﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ 高2
ｾｲｼｮｳ 高校 930 山口みどり ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ 高3

933 佐々木夏帆 ｻｻｷ ｶﾎ 高2
931 山下　樹里 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾘ 高3

3 米子北 1451 森　　　慈 ﾓﾘ ｲﾂｷ 高1
ﾖﾅｺﾞｷﾀ 高校 1450 平林　優花 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 高2

1448 塩澤　穂香 ｼｵｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 高3
1449 長谷　青空 ﾅｶﾞﾀﾆ ｿﾗ 高3

4 尾鷲 1124 平野　有美 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾐ 高3
ｵﾜｾｺｳｺｳ 高校 1126 竹本　早希 ﾀｹﾓﾄ ｻｷ 高2

1127 廣下　菜月 ﾋﾛｼﾀ ﾅﾂｷ 高1
1123 北村　安未 ｷﾀﾑﾗ ｱﾐ 高3

5 八幡浜 1575 三好　温子 ﾐﾖｼ ｱﾂｺ 高2
ﾔﾜﾀﾊﾏ 高校 1578 泉　　遥叶 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 高1

1576 平田　美幸 ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ 高2
1577 菊地　真碧 ｷｸﾁ ﾏﾐ 高1

6 四條畷学園 1226 フィーリー真利奈 ﾌｨｰﾘｰ ﾏﾘﾅ 高3
ﾅﾜﾃｶﾞｸｴﾝ 高校 1233 塚田　璃梨 ﾂｶﾀﾞ ﾘﾘ 高1

1228 原　美都紀 ﾊﾗ ﾐﾂｷ 高3
1227 安達　貴砂 ｱﾀﾞﾁ ｷｻ 高3

7 福大附属若葉 1622 佐久本好野 ｻｸﾓﾄ ﾖｼﾉ 高3
ﾌｸﾀﾞｲﾜｶﾊ 高校 1619 吉岡　　花 ﾖｼｵｶ ﾊﾅ 高3

1627 川口里利央 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾘﾅ 高1
1625 渡辺　三空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 高2

8 常総学院 212 小野　舞夏 ｵﾉ ﾏｲｶ 高1
ｼﾞｮｳｿｳｶﾞ 高校 206 永塚　そら ﾅｶﾞﾂｶ ｿﾗ 高3

210 福崎　　愛 ﾌｸｻｷ ｱｲ 高3
207 菊地　夏佳 ｷｸﾁ ﾅﾂｶ 高3

9 草津東 1148 菅谷　梨帆 ｽｶﾞﾔ ﾘﾎ 高2
ｸｻﾂﾋｶﾞｼ 高校 1146 吉田輝愛蘭 ﾖｼﾀﾞ ｷｱﾗ 高3

1147 伊藤　芽花 ｲﾄｳ ﾒｲｶ 高2
1145 山川こまち ﾔﾏｶﾜ ｺﾏﾁ 高3
Page: 3/7 Printing: 2018/08/20 9:25:35

茨  城

滋  賀

加　盟

静  岡

鳥  取

三  重

愛  媛

大  阪

福  岡

福  岡

京  都



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. 75 女子   4x100m   メドレーリレー   予選   7組 高校記録  3:59.97
大会記録  4:06.04

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
0 白鴎大足利 228 竹澤　天音 ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾏﾈ 高1

ﾊｸｵｳ 高校 227 中根　千聖 ﾅｶﾈ ﾁｻﾄ 高3
230 小川美優奈 ｵｶﾞﾜ ﾐﾕﾅ 高1
229 長　　莉奈 ﾁｮｳ ﾏﾘﾅ 高1

1 相模女子 763 井上　葵乃 ｲﾉｳｴ ｷｲﾉ 高1
ｻｶﾞﾐｼﾞｮｼ 高校 759 井上　真優 ｲﾉｳｴ ﾏﾕ 高2

760 石田恵理香 ｲｼﾀﾞ ｴﾘｶ 高2
761 舩木　雅菜 ﾌﾅｷ ﾏｻﾅ 高2

2 盛岡南 98 吉田　花穂 ﾖｼﾀﾞ ｶﾎ 高3
ﾓﾘｵｶﾐﾅﾐ 高校 101 浅沼　蒼い ｱｻﾇﾏ ｱｵｲ 高1

97 田中　沙羅 ﾀﾅｶ ｻﾗ 高3
100 菊池　采花 ｷｸﾁ ｱﾔｶ 高1

3 太成学院大高 1328 松宮　真衣 ﾏﾂﾐﾔ ﾏｲ 高3
ﾀｲｾｲｺｳｺｳ 高校 1331 香川　絢梨 ｶｶﾞﾜ ｱﾔﾘ 高2

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

4 千葉商大付 442 橋本ひなの ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾉ 高1
SHODAI 高校 441 仲嶋　澄香 ﾅｶｼﾞﾏ ｽﾐｶ 高3

440 山川　唯巴 ﾔﾏｶﾜ ｲﾉﾊ 高3
444 布施　果純 ﾌｾ ｶｽﾐ 高1

5 日出 605 工藤　南海 ｸﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 高2
ﾋﾉﾃﾞ 高校 609 小野寺愛結 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾕ 高1

610 服部　　葵 ﾊｯﾄﾘ ｱｵｲ 高1
608 小原　天寧 ｵﾊﾞﾗ ｱﾏﾈ 高1

6 駒場 477 江畑　志保 ｴﾊﾞﾀ ｼﾎ 高1
ｺﾏﾊﾞ 高校 469 齋藤　一葉 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ 高3

471 田代　百愛 ﾀｼﾛ ﾓﾓｴ 高3
472 仙石　葉奈 ｾﾝｺﾞｸ ﾊﾅ 高2

7 日大東北 180 安達　　光 ｱﾀﾞﾁ ﾋｶﾘ 高1
ﾆﾁﾄｳﾎｸ 高校 181 菅家　綾美 ｶﾝｹ ｱﾔﾐ 高1

183 山田　琉愛 ﾔﾏﾀﾞ ﾙﾅ 高1
182 齋藤　宇蘭 ｻｲﾄｳ ｳﾗﾝ 高1

8 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

1471 福岡菜々美 ﾌｸｵｶ ﾅﾅﾐ 高3
1474 福井　彩絵 ﾌｸｲ ｻｴ 高3

9 東京成徳大高 500 木下　笑碧 ｷﾉｼﾀ ｴﾐﾙ 高1
ｾｲﾄｸﾀﾞｲｺ 高校 497 水越　菜緒 ﾐｽﾞｺｼ ﾅｵ 高2

496 小野真里会 ｵﾉ ﾏﾘｴ 高3
499 土屋　菜々 ﾂﾁﾔ ﾅﾅ 高2
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
0 ルーテル学院 1732 久保田梨琉 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ 高1

ﾙｰﾃﾙ 高校 1728 山口　莉央 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 高2
1729 古木　遥香 ﾌﾙｷ ﾊﾙｶ 高2
1730 田上　舞美 ﾀﾉｳｴ ﾏﾐ 高1

1 東北 130 伊藤　　鈴 ｲﾄｳ ｽｽﾞ 高3
ﾄｳﾎｸ 高校 133 田村　汐音 ﾀﾑﾗ ｼｵﾝ 高2

131 赤石　朱李 ｱｶｲｼ ｼｭﾘ 高3
135 木村　優香 ｷﾑﾗ ﾕｳｶ 高2

2 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 644 丸山　果夏 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅ 高3

650 金野　海彩 ｺﾝﾉ ﾐｻ 高1
641 田中　瑞姫 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾞｷ 高3

3 八王子 522 箭内美七海 ﾔﾅｲ ﾐﾅﾐ 高3
ﾊﾁｵｳｼﾞ 高校 524 齊藤　涼夏 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 高3

525 川邉みなみ ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅﾐ 高3
527 松浦麻理亜 ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｱ 高2

4 日大藤沢 754 泉原　凪沙 ｲｽﾞﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 高1
ﾆﾁﾀﾞｲﾌｼﾞ 高校 741 平井　葉子 ﾋﾗｲ ﾊｺ 高3

750 佐藤友梨子 ｻﾄｳ ﾕﾘｺ 高2
746 望月美優香 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｶ 高2

5 中京大中京 1054 大鐘　結衣 ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ 高2
CHUKYO 高校 1052 安藤　綾美 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ 高3

1055 中間　海菜 ﾅｶﾏ ﾐﾅ 高1
1057 神野　ゆめ ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ 高1

6 愛み大瑞穂 988 丹羽　麻奈 ﾆﾜ ｱｻﾅ 高2
MIZUHO 高校 997 鬼頭　怜花 ｷﾄｳ ﾙｶ 高1

994 倉知玲央奈 ｸﾗﾁ ﾚｵﾅ 高1
992 戸田　菜月 ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 高1

7 藤村女子 505 笠井　桜李 ｶｻｲ ｵｳﾘ 高2
ﾌｼﾞﾑﾗ 高校 502 清水　優希 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 高3

506 明里　美空 ｱｶﾘ ﾐｸ 高1
501 宮本　理紗 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻ 高3

8 市立沼田 1497 籠島沙希乃 ｶｺﾞｼﾏ ｻｷﾉ 高2
ﾇﾏﾀ 高校 1498 松下　舜佳 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝｶ 高2

1495 藤田　桂花 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｶ 高2
1493 坂本　志織 ｻｶﾓﾄ ｼｵﾘ 高3

9 長岡大手 827 田中　杏実 ﾀﾅｶ ｱﾐ 高3
ﾅｶﾞｵｶｵｵﾃ 高校 1776 野上　萌衣 ﾉｶﾞﾐ ﾒｲ 高3

826 原澤　珠緒 ﾊﾗｻﾜ ﾀﾏｵ 高3
825 福永　みち ﾌｸﾅｶﾞ ﾐﾁ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
0 武南 345 金子　　葵 ｶﾈｺ ｱｵｲ 高3

ﾌﾞﾅﾝ 高校 351 齋田　百萌 ｻｲﾀ ﾓﾓ 高2
349 荻原　　唯 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｲ 高2
352 岩﨑　　蘭 ｲﾜｻｷ ﾗﾝ 高2

1 磐田農業 959 樋口　朋花 ﾋｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 高3
ｲﾜﾉｳ 高校 956 水野　美鈴 ﾐｽﾞﾉ ﾐｽｽﾞ 高3

960 新井はる佳 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 高2
965 猪股萌々花 ｲﾉﾏﾀ ﾓﾓｶ 高1

2 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 426 賀部　寿音 ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ 高1

428 小川　幸美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 高1
419 小野　茉結 ｵﾉ ﾏﾕ 高3

3 京都外大西 1185 又木　愛紗 ﾏﾀｷ ｱｲｻ 高3
KGN 高校 1193 宮本　優海 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾐ 高1

1189 山岸　真尋 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏﾋﾛ 高2
1186 竹田ひろか ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶ 高3

4 豊川 1099 伊與田萌々 ｲﾖﾀﾞ ﾓﾓ 高3
ﾄﾖｶﾜｺｳ 高校 1097 今井　　月 ｲﾏｲ ﾙﾅ 高3

1102 関根　澪央 ｾｷﾈ ﾐｵ 高2
1100 今井　美祈 ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 高3

5 春日部共栄 280 染谷　世奈 ｿﾒﾔ ｾﾅ 高3
ｷｮｳｴｲ 高校 287 井坂　友紀 ｲｻｶ ﾕｷ 高2

286 田嶋　玲奈 ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ 高2
284 中村　天音 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ 高2

6 天理 1762 八ツ本実柚 ﾔﾂﾓﾄ ﾐﾕ 高2
ﾃﾝﾘｺｳｺｳ 高校 1433 橋本　結衣 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲ 高1

1427 五島　実咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 高3
1429 河田　萌花 ｶﾜﾀ ﾎﾉｶ 高2

7 法政二 713 藤本　千世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁﾖ 高2
ﾎｳｾｲﾆ 高校 716 杉山　凜菜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾘﾅ 高2

719 山本くるみ ﾔﾏﾓﾄ ｸﾙﾐ 高1
709 日口　　優 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 高3

8 日大高 674 日木　ソマ ﾋｷ ｿﾏ 高3
ﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 高校 677 小林　　麗 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾗﾗ 高2

681 吉田　萌子 ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｺ 高2
676 桝渕あゆり ﾏｽﾌﾞﾁ ｱﾕﾘ 高2

9 桐蔭学園 776 西浜菜都海 ﾆｼﾊﾏ ﾅﾂﾐ 高2
ﾄｳｲﾝｶﾞｸｴ 高校 771 渡辺　早紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 高3

778 神部　愛乃 ｶﾝﾍﾞ ｱｲﾉ 高1
773 真田　侑奈 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾅ 高3
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水路 チーム名 泳者 学年
学校

7組
0 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 1438 中尾　有稀 ﾅｶｵ ｱｷ 高2
1440 吉田　愛望 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ 高1
1439 藤本　天海 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾏﾐ 高2

1 浜名 981 桐山　佳穂 ｷﾘﾔﾏ ｶﾎ 高1
ﾊﾏﾅ 高校 979 水野結由那 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ 高1

976 山本実ノ里 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ 高2
977 袴田　有美 ﾊｶﾏﾀ ｱﾐ 高2

2 埼玉栄 368 五十畑彩花 ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ 高3
ｻｲﾀﾏｻｶｴ 高校 371 加藤　玲奈 ｶﾄｳ ﾚﾅ 高2

376 吉原　怜奈 ﾖｼﾊﾗ ﾚｲﾅ 高1
367 永島　　遥 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｶ 高3

3 須磨学園 1406 山田ひかる ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 高2
ｽﾏｶﾞｸｴﾝ 高校 1404 堀上　綺良 ﾎﾘｶﾐ ｷﾗ 高2

1401 西村　麻亜 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｱ 高3
1402 梶野　千紗 ｶｼﾞﾉ ﾁｻ 高3

4 淑徳巣鴨 589 片桐　珠実 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ 高2
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
590 古井丸日菜 ｺｲﾏﾙ ﾋﾅ 高1

5 近畿大附 1354 市地　颯華 ｲﾁｼﾞ ﾌｳｶ 高1
ｷﾝｷﾀﾞｲﾌ 高校 1353 津田絵梨那 ﾂﾀﾞ ｴﾘﾅ 高1

1350 津田　萌咲 ﾂﾀﾞ ﾓｴ 高3
1349 小嶋　美紅 ｺｼﾞﾏ ﾐｸ 高3

6 椙山女学園 1002 岩本奈那美 ｲﾜﾓﾄ ﾅﾅﾐ 高3
SUGIYAMA 高校 1006 大島　彩奈 ｵｵｼﾏ ｱﾔﾅ 高2

1003 清水　結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 高3
1000 森内　瑠菜 ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ 高3

7 武蔵野 544 内藤　凜音 ﾅｲﾄｳ ﾘｵﾝ 高3
ﾑｻｼﾉ 高校 540 中島未由佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｶ 高3

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

8 関大北陽 1287 青井　遥香 ｱｵｲ ﾊﾙｶ 高1
ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖ 高校 1285 天白　愛菜 ﾃﾝﾊﾟｸ ｱｲﾅ 高1

1282 木本緋奈乃 ｷﾓﾄ ﾋﾅﾉ 高2
1281 横田　涼乃 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾉ 高2

9 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 454 相田かおる ｱｲﾀﾞ ｶｵﾙ 高3

457 小野寺はな ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ 高2
456 高山　風月 ﾀｶﾔﾏ ﾌﾂﾞｷ 高2
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