
第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
******************************
* 女子 四種競技 *
******************************
33人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
13 1703 土屋　ほのか (3) ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 女子 長 野 軽井沢 2999 1
11 1403 安井　麻里花 (3) ﾔｽｲ ﾏﾘｶ 女子 神奈川 東野 2933 2
33 3810 越智　心愛 (3) ｵﾁ ｺｺｱ 女子 愛　媛 立花 2879 3
27 2848 増田　千佳 (3) ﾏｽﾀﾞ ﾁｶ 女子 兵　庫 神河 2855 4
14 1704 市村　彩美 (3) ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 女子 長 野 軽井沢 2806 5
26 2847 藤原　かれん (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 女子 兵　庫 神河 2802 6
19 2716 髙島　七海 (3) ﾀｶｼﾏ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 大阪東我孫子 2797 7
17 2205 髙嵜　桃花 (3) ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 柏原 2772 8
23 2816 中尾　日香 (2) ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 女子 兵　庫 平野 2771 9
20 2731 大田　結子 (3) ｵｵﾀ ﾕｲｺ 女子 大　阪 吹田第六 2748 10
29 2902 石戸　知奈 (3) ｲｼﾄﾞ ﾁﾅ 女子 奈　良 王寺南 2744 11
3 922 田口　真悠 (3) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 女子 栃　木 姿川 2729 12
6 1101 ﾊﾟﾄﾘｯｸ　ﾚﾅ (3) ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ 女子 埼　玉 朝霞第二 2728 13
9 1306 金田　莉那 (3) ｶﾈﾀﾞ ﾘﾅ 女子 東　京 南中野 2726 14

30 3303 有汲　颯妃 (3) ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 女子 岡　山 吉備 2715 15
28 2855 玉木　きらら (3) ﾀﾏｷ ｷﾗﾗ 女子 兵　庫 ゆりのき台 2712 16
15 1705 小林　弓珠 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 女子 長 野 南宮 2699 17
7 1121 岡田　萌花 (3) ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 埼　玉 さい・八王子 2693 18
4 923 田﨑　香穂 (3) ﾀｻｷ ｶﾎ 女子 栃　木 氏家 2690 19

16 2007 清水　　空 (3) ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 女子 福 井 中央 2687 20
5 924 桂　貴美子 (3) ｶﾂﾗ ｷﾐｺ 女子 栃　木 足利第二 2685 21

25 2846 松本　百音 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾈ 女子 兵　庫 神河 2684 22
22 2811 竹内　のどか (3) ﾀｹｳﾁ ﾉﾄﾞｶ 女子 兵　庫 本山南 2682 23
1 106 早田　百花子 (3) ﾊﾔﾀ ﾕｶｺ 女子 北海道 札幌栄 2678 24

31 3309 和田　明日香 (3) ﾜﾀﾞ ｱｽｶ 女子 岡　山 岡大附属 2676 25
2 108 天野　ひかり (3) ｱﾏﾉ ﾋｶﾘ 女子 北海道 北見留辺蘂 2673 26
8 1124 阿部　　友 (2) ｱﾍﾞ ﾕｳ 女子 埼　玉 坂戸 2669 27

10 1317 藤田　貴子 (3) ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｺ 女子 東　京 東大和三 2654 28
21 2806 刑部　日向 (3) ｷﾞｮｳﾌﾞ ﾋﾅﾀ 女子 兵　庫 学文 2653 29
18 2218 中西　百萌佳 (2) ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 水無瀬 2647 30
12 1404 手塚　向日葵 (3) ﾃﾂﾞｶ ﾋﾏﾘ 女子 神奈川 有馬 2643 31
32 3803 高尾　彩羽 (3) ﾀｶｵ ｻﾜ 女子 愛　媛 中萩 2636 32
24 2828 衣笠　初音 (3) ｷﾇｶﾞｻ ﾊﾂﾈ 女子 兵　庫 加古川中部 2634 33



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
************************************************************
* 女子 四種競技 中女１００ｍＨ *
************************************************************
33人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
13 1703 土屋　ほのか (3) ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 女子 長 野 軽井沢 14.05 1
14 1704 市村　彩美 (3) ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 女子 長 野 軽井沢 14.30 2
17 2205 髙嵜　桃花 (3) ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 柏原 14.41 3
33 3810 越智　心愛 (3) ｵﾁ ｺｺｱ 女子 愛　媛 立花 14.43 4
11 1403 安井　麻里花 (3) ﾔｽｲ ﾏﾘｶ 女子 神奈川 東野 14.48 5
26 2847 藤原　かれん (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 女子 兵　庫 神河 14.52 6
9 1306 金田　莉那 (3) ｶﾈﾀﾞ ﾘﾅ 女子 東　京 南中野 14.59 7

20 2731 大田　結子 (3) ｵｵﾀ ﾕｲｺ 女子 大　阪 吹田第六 14.63 8
18 2218 中西　百萌佳 (2) ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 水無瀬 14.66 9
27 2848 増田　千佳 (3) ﾏｽﾀﾞ ﾁｶ 女子 兵　庫 神河 14.80 10
2 108 天野　ひかり (3) ｱﾏﾉ ﾋｶﾘ 女子 北海道 北見留辺蘂 14.85 11

21 2806 刑部　日向 (3) ｷﾞｮｳﾌﾞ ﾋﾅﾀ 女子 兵　庫 学文 14.90 12
8 1124 阿部　　友 (2) ｱﾍﾞ ﾕｳ 女子 埼　玉 坂戸 14.92 13

22 2811 竹内　のどか (3) ﾀｹｳﾁ ﾉﾄﾞｶ 女子 兵　庫 本山南 14.92 14
4 923 田﨑　香穂 (3) ﾀｻｷ ｶﾎ 女子 栃　木 氏家 14.94 15

23 2816 中尾　日香 (2) ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 女子 兵　庫 平野 15.04 16
12 1404 手塚　向日葵 (3) ﾃﾂﾞｶ ﾋﾏﾘ 女子 神奈川 有馬 15.05 17
25 2846 松本　百音 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾈ 女子 兵　庫 神河 15.05 18
19 2716 髙島　七海 (3) ﾀｶｼﾏ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 大阪東我孫子 15.07 19
6 1101 ﾊﾟﾄﾘｯｸ　ﾚﾅ (3) ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ 女子 埼　玉 朝霞第二 15.12 20

28 2855 玉木　きらら (3) ﾀﾏｷ ｷﾗﾗ 女子 兵　庫 ゆりのき台 15.15 21
3 922 田口　真悠 (3) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 女子 栃　木 姿川 15.24 22

10 1317 藤田　貴子 (3) ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｺ 女子 東　京 東大和三 15.24 23
29 2902 石戸　知奈 (3) ｲｼﾄﾞ ﾁﾅ 女子 奈　良 王寺南 15.27 24
1 106 早田　百花子 (3) ﾊﾔﾀ ﾕｶｺ 女子 北海道 札幌栄 15.30 25
7 1121 岡田　萌花 (3) ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 埼　玉 さい・八王子 15.50 26

16 2007 清水　　空 (3) ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 女子 福 井 中央 15.57 27
30 3303 有汲　颯妃 (3) ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 女子 岡　山 吉備 15.80 28
15 1705 小林　弓珠 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 女子 長 野 南宮 15.85 29
31 3309 和田　明日香 (3) ﾜﾀﾞ ｱｽｶ 女子 岡　山 岡大附属 15.90 30
24 2828 衣笠　初音 (3) ｷﾇｶﾞｻ ﾊﾂﾈ 女子 兵　庫 加古川中部 15.92 31
5 924 桂　貴美子 (3) ｶﾂﾗ ｷﾐｺ 女子 栃　木 足利第二 15.95 32

32 3803 高尾　彩羽 (3) ﾀｶｵ ｻﾜ 女子 愛　媛 中萩 16.40 33



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
********************************************
* 女子 四種競技 走高跳 *
********************************************
33人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
15 1705 小林　弓珠 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 女子 長 野 南宮 1m63 1
7 1121 岡田　萌花 (3) ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 埼　玉 さい・八王子 1m61 2

13 1703 土屋　ほのか (3) ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 女子 長 野 軽井沢 1m60 3
16 2007 清水　　空 (3) ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 女子 福 井 中央 1m60 4
27 2848 増田　千佳 (3) ﾏｽﾀﾞ ﾁｶ 女子 兵　庫 神河 1m59 5
3 922 田口　真悠 (3) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 女子 栃　木 姿川 1m58 6
5 924 桂　貴美子 (3) ｶﾂﾗ ｷﾐｺ 女子 栃　木 足利第二 1m58 7

25 2846 松本　百音 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾈ 女子 兵　庫 神河 1m58 8
11 1403 安井　麻里花 (3) ﾔｽｲ ﾏﾘｶ 女子 神奈川 東野 1m57 9
23 2816 中尾　日香 (2) ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 女子 兵　庫 平野 1m55 10
31 3309 和田　明日香 (3) ﾜﾀﾞ ｱｽｶ 女子 岡　山 岡大附属 1m55 11
1 106 早田　百花子 (3) ﾊﾔﾀ ﾕｶｺ 女子 北海道 札幌栄 1m54 12

28 2855 玉木　きらら (3) ﾀﾏｷ ｷﾗﾗ 女子 兵　庫 ゆりのき台 1m53 13
4 923 田﨑　香穂 (3) ﾀｻｷ ｶﾎ 女子 栃　木 氏家 1m52 14
8 1124 阿部　　友 (2) ｱﾍﾞ ﾕｳ 女子 埼　玉 坂戸 1m52 15

19 2716 髙島　七海 (3) ﾀｶｼﾏ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 大阪東我孫子 1m52 16
22 2811 竹内　のどか (3) ﾀｹｳﾁ ﾉﾄﾞｶ 女子 兵　庫 本山南 1m52 17
24 2828 衣笠　初音 (3) ｷﾇｶﾞｻ ﾊﾂﾈ 女子 兵　庫 加古川中部 1m52 18
26 2847 藤原　かれん (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 女子 兵　庫 神河 1m50 19
29 2902 石戸　知奈 (3) ｲｼﾄﾞ ﾁﾅ 女子 奈　良 王寺南 1m50 20
32 3803 高尾　彩羽 (3) ﾀｶｵ ｻﾜ 女子 愛　媛 中萩 1m50 21
33 3810 越智　心愛 (3) ｵﾁ ｺｺｱ 女子 愛　媛 立花 1m50 22
12 1404 手塚　向日葵 (3) ﾃﾂﾞｶ ﾋﾏﾘ 女子 神奈川 有馬 1m49 23
14 1704 市村　彩美 (3) ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 女子 長 野 軽井沢 1m49 24
20 2731 大田　結子 (3) ｵｵﾀ ﾕｲｺ 女子 大　阪 吹田第六 1m49 25
17 2205 髙嵜　桃花 (3) ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 柏原 1m47 26
6 1101 ﾊﾟﾄﾘｯｸ　ﾚﾅ (3) ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ 女子 埼　玉 朝霞第二 1m46 27
9 1306 金田　莉那 (3) ｶﾈﾀﾞ ﾘﾅ 女子 東　京 南中野 1m44 28

18 2218 中西　百萌佳 (2) ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 水無瀬 1m44 29
2 108 天野　ひかり (3) ｱﾏﾉ ﾋｶﾘ 女子 北海道 北見留辺蘂 1m43 30

10 1317 藤田　貴子 (3) ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｺ 女子 東　京 東大和三 1m41 31
21 2806 刑部　日向 (3) ｷﾞｮｳﾌﾞ ﾋﾅﾀ 女子 兵　庫 学文 1m41 32
30 3303 有汲　颯妃 (3) ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 女子 岡　山 吉備 1m40 33



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
****************************************************
* 女子 四種競技 中女砲丸投 *
****************************************************
33人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
30 3303 有汲　颯妃 (3) ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 女子 岡　山 吉備 13m82 1
29 2902 石戸　知奈 (3) ｲｼﾄﾞ ﾁﾅ 女子 奈　良 王寺南 11m68 2
5 924 桂　貴美子 (3) ｶﾂﾗ ｷﾐｺ 女子 栃　木 足利第二 11m51 3

33 3810 越智　心愛 (3) ｵﾁ ｺｺｱ 女子 愛　媛 立花 11m36 4
19 2716 髙島　七海 (3) ﾀｶｼﾏ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 大阪東我孫子 11m35 5
24 2828 衣笠　初音 (3) ｷﾇｶﾞｻ ﾊﾂﾈ 女子 兵　庫 加古川中部 11m34 6
32 3803 高尾　彩羽 (3) ﾀｶｵ ｻﾜ 女子 愛　媛 中萩 11m28 7
6 1101 ﾊﾟﾄﾘｯｸ　ﾚﾅ (3) ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ 女子 埼　玉 朝霞第二 11m25 8

10 1317 藤田　貴子 (3) ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｺ 女子 東　京 東大和三 11m03 9
2 108 天野　ひかり (3) ｱﾏﾉ ﾋｶﾘ 女子 北海道 北見留辺蘂 10m87 10

16 2007 清水　　空 (3) ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 女子 福 井 中央 10m64 11
31 3309 和田　明日香 (3) ﾜﾀﾞ ｱｽｶ 女子 岡　山 岡大附属 10m55 12
18 2218 中西　百萌佳 (2) ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 水無瀬 10m53 13
20 2731 大田　結子 (3) ｵｵﾀ ﾕｲｺ 女子 大　阪 吹田第六 10m29 14
3 922 田口　真悠 (3) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 女子 栃　木 姿川 10m28 15

21 2806 刑部　日向 (3) ｷﾞｮｳﾌﾞ ﾋﾅﾀ 女子 兵　庫 学文 10m27 16
26 2847 藤原　かれん (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 女子 兵　庫 神河 10m20 17
23 2816 中尾　日香 (2) ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 女子 兵　庫 平野 10m12 18
1 106 早田　百花子 (3) ﾊﾔﾀ ﾕｶｺ 女子 北海道 札幌栄 10m11 19

11 1403 安井　麻里花 (3) ﾔｽｲ ﾏﾘｶ 女子 神奈川 東野 9m95 20
13 1703 土屋　ほのか (3) ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 女子 長 野 軽井沢 9m80 21
14 1704 市村　彩美 (3) ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 女子 長 野 軽井沢 9m78 22
27 2848 増田　千佳 (3) ﾏｽﾀﾞ ﾁｶ 女子 兵　庫 神河 9m72 23
17 2205 髙嵜　桃花 (3) ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 柏原 9m66 24
9 1306 金田　莉那 (3) ｶﾈﾀﾞ ﾘﾅ 女子 東　京 南中野 9m64 25

28 2855 玉木　きらら (3) ﾀﾏｷ ｷﾗﾗ 女子 兵　庫 ゆりのき台 9m58 26
15 1705 小林　弓珠 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 女子 長 野 南宮 9m35 27
4 923 田﨑　香穂 (3) ﾀｻｷ ｶﾎ 女子 栃　木 氏家 9m20 28
7 1121 岡田　萌花 (3) ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 埼　玉 さい・八王子 9m02 29
8 1124 阿部　　友 (2) ｱﾍﾞ ﾕｳ 女子 埼　玉 坂戸 9m02 30

22 2811 竹内　のどか (3) ﾀｹｳﾁ ﾉﾄﾞｶ 女子 兵　庫 本山南 8m89 31
12 1404 手塚　向日葵 (3) ﾃﾂﾞｶ ﾋﾏﾘ 女子 神奈川 有馬 8m79 32
25 2846 松本　百音 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾈ 女子 兵　庫 神河 8m73 33



第４５回全日本中学校陸上競技選手権大会　競技エントリーリスト
************************************************
* 女子 四種競技 ２００ｍ *
************************************************
33人 会期:2018年8月19日(日)～21日(火)　競技場:岡山県陸上競技場

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録　自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
11 1403 安井　麻里花 (3) ﾔｽｲ ﾏﾘｶ 女子 神奈川 東野 26.04 1
13 1703 土屋　ほのか (3) ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 女子 長 野 軽井沢 26.24 2
9 1306 金田　莉那 (3) ｶﾈﾀﾞ ﾘﾅ 女子 東　京 南中野 26.34 3

17 2205 髙嵜　桃花 (3) ﾀｶｻｷ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 柏原 26.48 4
27 2848 増田　千佳 (3) ﾏｽﾀﾞ ﾁｶ 女子 兵　庫 神河 26.52 5
12 1404 手塚　向日葵 (3) ﾃﾂﾞｶ ﾋﾏﾘ 女子 神奈川 有馬 26.58 6
14 1704 市村　彩美 (3) ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 女子 長 野 軽井沢 26.61 7
32 3803 高尾　彩羽 (3) ﾀｶｵ ｻﾜ 女子 愛　媛 中萩 26.72 8
28 2855 玉木　きらら (3) ﾀﾏｷ ｷﾗﾗ 女子 兵　庫 ゆりのき台 26.75 9
26 2847 藤原　かれん (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾚﾝ 女子 兵　庫 神河 26.76 10
22 2811 竹内　のどか (3) ﾀｹｳﾁ ﾉﾄﾞｶ 女子 兵　庫 本山南 26.79 11
21 2806 刑部　日向 (3) ｷﾞｮｳﾌﾞ ﾋﾅﾀ 女子 兵　庫 学文 26.81 12
10 1317 藤田　貴子 (3) ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｺ 女子 東　京 東大和三 26.86 13
33 3810 越智　心愛 (3) ｵﾁ ｺｺｱ 女子 愛　媛 立花 26.89 14
23 2816 中尾　日香 (2) ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 女子 兵　庫 平野 26.90 15
4 923 田﨑　香穂 (3) ﾀｻｷ ｶﾎ 女子 栃　木 氏家 26.91 16
6 1101 ﾊﾟﾄﾘｯｸ　ﾚﾅ (3) ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾚﾅ 女子 埼　玉 朝霞第二 26.98 17

15 1705 小林　弓珠 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 女子 長 野 南宮 27.04 18
8 1124 阿部　　友 (2) ｱﾍﾞ ﾕｳ 女子 埼　玉 坂戸 27.05 19

31 3309 和田　明日香 (3) ﾜﾀﾞ ｱｽｶ 女子 岡　山 岡大附属 27.08 20
7 1121 岡田　萌花 (3) ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 埼　玉 さい・八王子 27.09 21

19 2716 髙島　七海 (3) ﾀｶｼﾏ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 大阪東我孫子 27.11 22
20 2731 大田　結子 (3) ｵｵﾀ ﾕｲｺ 女子 大　阪 吹田第六 27.16 23
25 2846 松本　百音 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾈ 女子 兵　庫 神河 27.26 24
30 3303 有汲　颯妃 (3) ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 女子 岡　山 吉備 27.36 25
2 108 天野　ひかり (3) ｱﾏﾉ ﾋｶﾘ 女子 北海道 北見留辺蘂 27.39 26

29 2902 石戸　知奈 (3) ｲｼﾄﾞ ﾁﾅ 女子 奈　良 王寺南 27.42 27
1 106 早田　百花子 (3) ﾊﾔﾀ ﾕｶｺ 女子 北海道 札幌栄 27.47 28
3 922 田口　真悠 (3) ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕ 女子 栃　木 姿川 27.65 29

24 2828 衣笠　初音 (3) ｷﾇｶﾞｻ ﾊﾂﾈ 女子 兵　庫 加古川中部 27.78 30
18 2218 中西　百萌佳 (2) ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 女子 愛 知 水無瀬 27.87 31
5 924 桂　貴美子 (3) ｶﾂﾗ ｷﾐｺ 女子 栃　木 足利第二 28.09 32

16 2007 清水　　空 (3) ｼﾐｽﾞ ｿﾗ 女子 福 井 中央 28.24 33  


