
ｺｰﾄﾞ 学番 学校 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

6001 60 1 清水谷 Ａ 奥田　妃菜 小塩　実桜 大谷　くるみ 浅田　菜月

6002 60 2 清水谷 Ｂ 岩井　楓夏 中川　恵那 作本　真唯 杉原　果凜

6301 63 1 布施 Ａ 塩路　デュアーアグネス 林　一葉 笠松　聖佳 岡本　晏佳

6901 69 1 八尾 Ａ 山田  綾 菅  春妃 岩佐  しおり 清水  風香 吉川  つぐみ 雨越  晴香

7601 76 1 阿倍野 Ａ 秋田　安里 岡本　亜由香 草木　彩花 米田　真菜 矢倉　和花 澤池　里采

8601 86 1 河南 Ａ 平生　菜々 利根川　紗里 鈴木　愛璃 西口　実来

8602 86 2 河南 Ｂ 永田　菜桜 黒岡　真優 井蓋　彩花 幾田　萌々花

8603 86 3 河南 Ｃ 渕側　穂華 谷村　花笑 上神　穂佳 森岡　美咲 濱田　蘭

8701 87 1 富田林 Ａ 沖　碧美 増田　彩花 前田　栞奈 岡田　祐奈

8702 87 2 富田林 Ｂ 松本　あゆな 薬師寺　日向 平田　愛実 尾ノ上　木香

8703 87 3 富田林 Ｃ 中村　百合 大谷　菜実 高岡　由佳 石川　藍梨

9001 90 1 長野 Ａ 黒川　千尋 御厨　栞 櫻井　梨乃 河東　希

9401 94 1 狭山 Ａ 福井　遥香 西川　愛梨 大西　麻菜 田村　明音 朝田　愛美

9501 95 1 登美丘 Ａ 岩田 穂花 川嶋　紗那 北口 亜実 橋本 弥来

9502 95 2 登美丘 Ｂ 奥原　奈々 藤本　琴乃 篠倉　結衣 河上 あづみ

9503 95 3 登美丘 Ｃ 平岡　初音 中野　美紀 山下　真由 望月　乃瑛

9504 95 4 登美丘 Ｄ 中尾　優里 神谷　珠々菜 藤原　歩夏 滝川　明穂

9601 96 1 泉陽 Ａ 岡本　真里奈 北村　日南 中谷　理紗 和田　舞佳 小谷　来実

9602 96 2 泉陽 Ｂ 川瀬　みゆき 内田　亜依 古屋　詩織 今久保　もも乃 田中　胡桃

9603 96 3 泉陽 Ｃ 土澤　乙葉 上田　陽菜 廣橋　葵 篠原　桜 奥田　莉帆

9801 98 1 鳳 Ａ 雪本 真衣 濱田 唯衣 蜂谷 咲 前田 木菜美

9901 99 1 泉北 Ａ 山本 みく 山﨑 結加 菊池 祐菜 麻野 飛鳥LM

9902 99 2 泉北 Ｂ 石野 汐莉 田中 彩音 佐藤　絢香 平田　楓

10001 100 1 堺東 Ａ 中村 結夏 本土　優真 増井　美月 豊田 彩乃

10101 101 1 金岡 Ａ 吉田　伊織 田ノ岡 明穂 山野　遥加 平田　莉捺 六波羅　明日花 伯田　真実

10401 104 1 成美 Ａ 丸目 佳奈 田中 美未来 吉田　愛華 吉田　怜菜

10402 104 2 成美 Ｂ 中西 葵 福永　莉菜 藤井　ひかり 山中　香奈

10701 107 1 泉大津 Ａ 神楽　麻菜香 西岡　絹代 金本　麻愛 領五　日菜 西口　葉子 西川　春果

10801 108 1 伯太 Ａ 横田　心々菜 木岡　花梨 安藤　珠理 杉本　清歌 富田　夢希 大西　紅音

10901 109 1 信太 Ａ 松田 愛 遠藤 瑞希 松永　琴葉 迫田　香菜美

11101 111 1 和泉 Ａ 一木 彩乃 畑中 茉結 青木 志帆 岸本 彩香

11102 111 2 和泉 Ｂ 彌園 夏希 加守田　莉乃 金子 夏実 十倉 紘乃

19001 190 1 浪速 Ａ 内藤　弥結 山口　美柚 遠藤　舞祭 那須 千裕 成瀬　琴美

19002 190 2 浪速 Ｂ 小椋　鈴音 濱田　梨乃 岡田　優菜 今井　加奈子

19003 190 3 浪速 Ｃ 上森 彩乃 山田 里奈 森田　莉那 村澤　亜美佳

19004 190 4 浪速 Ｄ 青木 杏樹 後藤 百花 渡辺 夏楓 森 真理 山田 菜緒

23701 237 1 羽衣学園 Ａ 吉川　友香 生島　綾乃 瀬戸　亜海 寺村　美紅

23702 237 2 羽衣学園 Ｂ 鳥羽　ひなた 井上　聖蘭 橋本　菜奈未 丸山　依吹

23801 238 1 清風南海 Ａ 奥本　祐生 風呂本　千夏 金井　美和 永野　祐里

23802 238 2 清風南海 Ｂ 佐々木　萌香 山田　陽南 清水　天万音 村橋　優佳

24701 247 1 体大浪商 Ａ 千北 妃菜 渡辺 桃香 河南 璃子 川崎 蘭菜 森口　桜

24901 249 1 上宮太子 Ａ 森田　菜々 岩下　実悠叶 楠井　彩未 市村　まい 辻本　千洋 西田　絢葉

24902 249 2 上宮太子 Ｂ 島津 優貴 乾　ほの香 西井　美結 酒谷 彩乃 榊田　直咲 筒井　那帆

26401 264 1 和泉総合 Ａ 宇田　有紀 西岡　優里 東　紗也菜 松浦　麻里子 村谷　咲

1 清明学院　Ａ 小谷　萌花 齋藤　恭乃 藤本　佳澄 清田　美誇 鈴木　海音

1 帝塚山学院Ａ 阿南　さや 辻本　奈央 嘉名　侑希 高畠　暖佳

2 帝塚山学Ｂ 溝端　萌 網岡草葉木 塩見　莉乃 要　涼果

3 帝塚山学院Ｃ 廣井　幸子 藤谷　安莉 下川　桜子 中村　優花

堺市種目別大会　高校団体　女子
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