
ﾄﾗｯｸ審判長 籾山　弘一
跳躍審判長 相原　洋
投擲審判長 三浦　進

【開催日】 2009年10月23日(金)～25日(日) 記録主任： 高橋　靖
【主催団体】 財団法人日本陸上競技連盟 決勝記録一覧表
(EGR:大会ﾀｲ,GR:大会新) 男  子 【競技場】日産スタジアム

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/24 A男子  +0.5 大瀨戸  一馬 10.68 魚里  勇介 11.02 手塚  康太 11.02 鈴木  祐太 11.03 坂田  将司 大  阪･若江中 11.06 土屋  拓実 11.09 畠山  跳児 11.20

１００ｍ 福  岡･新津中 EGR 兵  庫･青雲中 岐  阜･飛騨白川中 愛  知･本郷中 渡邊  壮史 岡  山･総社中 栃  木･宝木中 東  京･下里中
10/23  -0.2 島村  亮 22.43 福富  晃希 22.51 河野  太郎 22.53 諏訪  達郎 22.54 三崎  大樹 22.57 谷口  耕太郎 22.64 加藤  大地 22.64 濱    裕哉 22.97

２００ｍ 滋  賀･田上中 佐  賀･啓成中 神奈川･手広中 三  重･大池中 兵  庫･白川台中 神奈川･北の台中 香  川･玉藻中 長  野･岡谷南部中
10/25 前田  晃旗 8:30.74 打越  雄允 8:32.01 箱田  幸寛 8:34.27 土屋  貴幸 8:36.70 下野  桂輔 8:44.39 秋山  雄飛 8:44.66 臼田  康一郎 8:45.19 志塚  亮介 8:47.24

３０００ｍ 福  岡･筑邦西中 埼  玉･与野西中 広  島･向丘中 神奈川･万騎が原中 鹿児島･頴娃中 兵  庫･三田学園中 長  野･坂城中 群  馬･富士見中
10/25  -0.9 江口  悠貴 14.72 松本  岳大 14.78 髙山  峻野 14.82 野口  直人 14.86 田辺  将大良 14.86 佐久間翔太郎 14.87 間處  将太 15.18 矢田  弦 15.32

１１０ｍJＨ 山  形･米沢三中 兵  庫･加古川中 広  島･中広中 埼  玉･杉戸中 東  京･第三亀戸中 兵  庫･播磨南中 兵  庫･平岡南中 島  根･大田一中
10/25 蓑輪  隆 1.95 山下  義弘 1.95 佐藤  智紀 1.95 佐藤  凌 1.92 衛藤  将 1.89 坂本  憲哉 1.89 井戸田  峻 1.86 能手  俊充 1.86

走高跳 千  葉･小見川中 北海道･小樽桜町中 千  葉･野田東部中 新  潟･秋葉中 三  重･白子中 愛  知･一宮奥中 岐  阜･岐阜東可児中 栃  木･佐野南中
10/24 森    大地 15.49 伊藤  勇吏 15.34 五十嵐  公一 15.10 奥野  風摩 15.08 阿比留  大地 14.90 磯本  昂甫 14.39 相場  康平 14.34 君島  綾 14.14

砲丸投 兵  庫･宝殿中 岐  阜･下呂中 北海道･佐呂間中 埼  玉･城北中 長  崎･仁田中 兵  庫･志方中 神奈川･横浜田奈中 福  島･熱海中
10/24 B男子  -0.1 日吉  克実 11.02 掛川  真 11.40 萩原  和 秋  田･横手清陵学院中 11.47 田中  翔真 11.53 樋口  克治 11.62 穐田  裕平 11.66 段林  翔希 11.72

１００ｍ 静  岡･伊豆修善寺中 愛  知･豊明栄中 与那原  良貴 沖  縄･浦添中 三  重･名張北中 長  野･梓川中 千  葉･柏二中 兵  庫･鈴蘭台中
10/24 西山  令 4:04.60 城西  廉 4:06.13 米田  和広 4:06.19 佐々木  康成 4:07.73 柄澤  拓也 4:07.83 坂本  大志 4:08.20 藤原  滋記 4:08.36 昆    充 4:08.69

１５００ｍ 愛  知･葵中 広  島･世羅西中 福  岡･福岡河東中 山  口･萩東中 群  馬･渋川古巻中 鹿児島･阿久根中 兵  庫･平岡中 岩  手･山田中
10/24   0.0 中村  直矢 15.00 坂本  景 15.09 田中  達也 15.24 山本  健太 15.34 橋本  貴史 15.49 三浦  成皓 15.50 早乙女  敦美 15.61 横谷  真人 16.81

１１０ｍＨ 宮  城･仙台二中 岩  手･上田中 神奈川･横浜田奈中 愛  知･武豊中 兵  庫･大津中 愛  知･富貴中 栃  木･国分寺中 山  梨･甲府南中
10/25 内川  佳祐 6.65(+0.1) 大洞  亮輔 6.58(+1.1) 倉本  龍也 6.50(-0.5) 中道  真和 6.47(-0.5) 髙原  正 6.33(+0.3) 松本  望 6.29(-1.0) 立山  健太 6.23(+0.3) 赤木  優介 6.23(+0.4)

走幅跳 長  野･白馬中 岩  手･新里中 岡  山･倉敷TFC 兵  庫･朝日中 大  阪･和泉中 埼  玉･加須西中 福  井･足羽一中 福  岡･九国大付中
10/23 C男子  -0.1 近藤  旭 11.68 冨永  貴弘 11.69 永田  駿斗 11.74 高橋  皆斗 11.74 高橋  李生 11.82 住田  雅之 11.83 秋江  洋志 11.96 多田  雄樹 12.07

１００ｍ 神奈川･愛川中 大  分･昭和中 長  崎･玖島中 山  形･山形八中 鹿児島･国分中 島  根･浜田二中 愛  知･AC一宮 京  都･京都木津中
10/25 長沼  大智 4:16.77 茂山  蓮太 4:17.42 木村  光佑 4:19.52 山口  竜矢 4:19.62 田中  光祐 4:20.17 前谷内  恒介 4:21.69 宮本  健太郎 4:21.83 渡辺  陸 4:22.52

１５００ｍ 山  形･米沢四中 三  重･一志中 静  岡･籠上中 広  島･一ﾂ橋中 埼  玉･与野西中 石  川･津幡南中 鳥  取･湖東中 北海道･渡辺陸上ｸ
10/23  +0.6 岩崎  聖 13.84 藤原  秀朗 14.10 渡辺  裕貴 14.15 加藤  研三 14.28 井口  貴文 14.80 武藤  拓海 14.82 今野  涼介 14.84 立川  裕太 15.66

１００ｍＨ 愛  知･東海中 GR 熊  本･免田中 茨  城･下館西中 鳥  取･三朝中 神奈川･横浜田奈中 大  分･鶴谷中 山  形･上山北中 岐  阜･大垣東中
10/23 松田  敬佑 6.44(-0.6) 市村  優馬 6.24(+0.8) 間中  太亮 6.15(-1.0) 三宅  功朔 6.11(+0.9) 渡邉  圭一郎 5.92(-0.5) 柳幸  怜志 5.89(-0.8) 小寺  大介 5.88(+0.5) 丹良本  勘太 5.76(+0.6)

走幅跳 鹿児島･鹿児島ｼﾞｭﾆｱ GR 群  馬･桐生中央中 千  葉･岩名中 香  川･大野原中 愛  知･冨士中 島  根･瑞穂中 福  井･足羽中 広  島･七尾中
10/25 石山  歩 17.68 川口  哲生 15.17 高橋  叶樹 14.67 菊池  樹 14.32 尾﨑  健太 14.24 向口  和馬 13.93 戸辺  誠也 13.91 窪田  和史 13.88

砲丸投 兵  庫･福崎東中 徳  島･城ﾉ内中 秋  田･尾去沢中 岩  手･大原中 栃  木･今市中 石  川･柳田中 千  葉･松ｹ丘中 奈  良･山添中
10/24 AB男子共通 坂本  大樹 58.01 幸田  和記 56.44 谷口  兼次郎 52.35 小出  拓実 51.53 青木  裕司 51.51 菅原  亨介 50.43 福西  拓未 50.40 小田  裕貴 48.63

円盤投 三  重･一志中 東  京･十条富士見中 大  阪･盾津中 愛  知･河和中 京  都･立命館中 兵  庫･姫路高丘中 奈  良･都祁中 北海道･長万部中
10/23 木村  文哉 69.81 森    裕章 67.99 松坂  誠應 66.48 中西  啄真 65.68 松崎  竜久 65.22 長沼  遼 65.02 深山  達平 64.05 奥谷内  正 62.74

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 神奈川･横浜橘中 福  井･三方中 長  崎･西有家中 三  重･厚生中 沖  縄･港川中 岩  手･気仙中 広  島･安佐北中 石  川･緑丘中
10/25 ABC男子共通 愛  知       42.35 静  岡       42.87 福  岡       43.26 神奈川       43.34 大  阪       43.49 三  重       43.52 広  島       43.98 埼  玉       44.13

４×１００ｍＲ 秋江  洋志 GR ﾏﾂﾅｶﾞ ｳｺﾞ 日野  恭輔 近藤  旭 佐々木  哲也 浦井  崚自 平田  孝兵 冨田  祥吾
河室  裕貴 日吉  克実 南山  曙宏 河野  太郎 坂田  将司 諏訪  達郎 下村  拓也 小林  和広
掛川  真 矢川  喬平 木下  裕基 山下  大貴 山瀬  喜雅 田中  翔真 池内  雅貴 瀬谷  凌
鈴木  祐太 久松  巧 大瀨戸  一馬 谷口  耕太郎 寺田ｸｳｨﾆ桂上 愛敬  彰太郎 中田  貴士 関口  邦彦



ﾄﾗｯｸ審判長 籾山　弘一
跳躍審判長 相原　洋
投擲審判長 三浦　進

【開催日】 2009年10月23日(金)～25日(日) 記録主任： 高橋　靖
【主催団体】 財団法人日本陸上競技連盟 決勝記録一覧表

女  子 【競技場】日産スタジアム
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/24 A女子  -1.8 青木  益未 12.23 高山  真里奈 12.40 森    佑紀那 12.48 安部  早也加 12.51 髙橋  美香子 12.51 新妻  唯 12.57 澤口  桃佳 12.66 宮澤  香帆 12.74

１００ｍ 岡  山･岡山福田中 静  岡･清水ﾐｽﾞﾉSC 愛  知･長良中 宮  崎･東郷中 秋  田･大館東中 福  島･楢葉中 神奈川･大津中 岩  手･花巻中
10/23  -1.5 武本  知紘 25.07 藤森  安奈 25.36 島田  沙絵 25.52 荒木  夏波 25.71 松井  香保里 25.78 田中  彩乃 25.80 髙木  沙弥 25.84 杉山  美優 25.94

２００ｍ 奈  良･都祁中 神奈川･武山中 長  崎･東長崎中 大  阪･豊中十四中 愛  知･長良中 東  京･深川三中 宮  崎･宮崎大淀中 静  岡･静岡長田南中
10/25 木村  友香 9:22.71 田中  結女 9:24.47 横江  里沙 9:31.36 武田  志帆 9:31.43 田中  美帆 9:32.45 廣田  麻衣 9:33.32 永井  明日香 9:35.71 古屋  佳那 9:40.25

３０００ｍ 静  岡･籠上中 静  岡･富士岡中 兵  庫･稲美北中 埼  玉･住吉中 山  口･大和中 京  都･蜂ヶ岡中 群  馬･中之条中 静  岡･富士岡中
10/23  +0.8 森岡  美紅 14.06 宮崎  紗希 14.11 野海  咲子 14.12 谷    優奈 14.23 足立  花子 14.33 小沢  沙里花 14.34 佐藤  あゆ子 14.53 山本  愛 14.82

１００mYH 岡  山･上道中 新  潟･上越教育大附中 茨  城･茨城吾妻中 愛  知･保見中 神奈川･浜中 静  岡･浜松西高中 神奈川･金沢中 山  口･室積中
10/23 柏木  千明 1.67 高橋  花梨 1.67 萩原  くらら 1.67 荒谷  絵里佳 1.67 照井  はるか 1.64 越智  愛実 愛  媛･大西中 1.61

走高跳 神奈川･旭陵中 大  阪･松虫中 鳥  取･河北中 大  阪･長尾西中 埼  玉･北坂戸中 町田  瑞季 兵  庫･上ヶ原中
甲斐  雅 宮  城･五城中

10/24 B女子  -1.9 君嶋  愛梨沙 12.32 北野  有紀 12.60 本村  優華 12.64 村上  香菜子 12.70 松本  沙耶子 12.77 秦    なつめ 12.79 土橋  智花 12.82 玉田  菜摘 13.14
１００ｍ 山  口･麻里布中 愛  知･愛知淑徳中 鹿児島･舞鶴中 宮  崎･宮崎大宮中 静  岡･清水ﾐｽﾞﾉSC 兵  庫･上ヶ原中 岩  手･見前中 北海道･江別大麻中

10/24 由水  沙季 4:25.61 福田  有以 4:26.73 矢本  桜子 4:28.51 澤井  喜百 4:32.16 堀    舞花 4:32.18 金平  裕希 4:34.30 本母  有紀 4:35.40 有薗  早優 4:35.50
１５００ｍ 石  川･北辰中 兵  庫･稲美北中 兵  庫･加古川中 兵  庫･氷丘中 愛  知･祖父江中 福  岡･本城陸上ｸﾗﾌﾞ 兵  庫･安室中 東  京･宝仙学園中

10/25  -0.9 山中  亜耶 14.15 二村  有紀 14.71 福部  真子 14.72 中村  有希 14.74 萩原  加奈子 14.75 市岡  奈月 15.14 桂    知奈美 15.26 宮嵜  仁美 15.34
１００ｍＨ 奈  良･三笠中 静  岡･浜松天竜中 広  島･安芸府中中 京  都･橋立中 愛  知･豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ 長  野･波田中 岡  山･岡山石井中 大  阪･片山中

10/24 満﨑  千里 5.68(+0.2) 田中  智恵 5.43(-0.5) 竹之前かすみ 5.41(0.0) 高橋  英里 5.39(+0.8) 大瀬  百恵 5.37(+0.6) 藤沼  朱音 5.28(-0.2) 天野  那海 5.21(+0.5) 坂口  絢香 5.20(-0.1)
走幅跳 熊  本･阿蘇西原中 石  川･星稜中 宮  崎･宮崎西中 秋  田･雄物川中 鹿児島･甲南中 神奈川･岡津中 静  岡･浜松雄踏中 兵  庫･香寺中

10/24 藤原  加菜実 14.26 佐藤  優莉愛 13.53 石川  琴子 12.96 横井  優奈 12.92 立花  あゆみ 12.91 塗    真奈美 12.60 麓    沙恵 12.54 森田  栞 12.52
砲丸投 大  阪･小津中 神奈川･横浜田奈中 奈  良･天理西中 愛  媛･川東中 北海道･網走四中 埼  玉･狭山山王中 京  都･北城陽中 東  京･十条富士見中

10/23 C女子  -1.5 足立  紗矢香 12.63 加藤  鈴菜 12.75 鬼塚  玲寧 12.78 久松  未季 12.81 大橋  沙季 12.95 中村  優希 12.97 佐藤  日奈子 12.98 内田  葵 13.02
１００ｍ 大  分･滝尾中 福  岡･柳城中 埼  玉･新座二中 鹿児島･串木野中 岡  山･岡山OSI 埼  玉･さいたま八王子 山  形･酒田六中 栃  木･小山中

10/25 松本  奈菜子 2:15.25 鷲見  梓沙 2:16.42 来島  郁泉 2:16.68 真柄  碧 2:16.76 松本  菜穂 2:19.73 市川  舞奈 2:23.33 上村  英恵 2:23.80 高橋  彩良 2:28.95
８００ｍ 静  岡･清水ﾐｽﾞﾉSC 愛  知･沓掛中 山  口･長府中 福  井･南越中 神奈川･横浜緑が丘中 埼  玉･新座五中 滋  賀･仰木中 大  分･大分三重中

10/25  -1.1 植田  菜々実 15.32 若園  茜 15.39 澤田  珠里 15.63 室井  真優香 15.68 下田  美穂 15.75 飯田  舞波 15.87 三谷  栞 15.98 小山  綾菜 16.10
１００ｍＨ 富  山･水橋中 岐  阜･大垣東中 東  京･あきる野西中 福  島･福島一中 秋  田･秋田南中 千  葉･久寺家中 北海道･北斗大野中 長  野･坂城中

10/24 南野  智美 5.19(-0.9) 宇和野  七海 5.18(-0.6) 髙野  早紀 5.13(+0.8) 小林  愛梨 5.11(+0.7) 町田  つかさ 5.03(+0.9) 大西  胡桃 4.97(+0.5) 鈴木  美菜 4.96(-0.1) 野口  真未 4.95(+0.3)
走幅跳 山  口･萩西中 埼  玉･加須西中 熊  本･長洲中 栃  木･間々田中 奈  良･御所中 茨  城･日立泉丘中 山  形･櫛引中 熊  本･北部中

10/23 金田  もも 11.91 福井  麻里奈 11.53 西川  ﾁｶｺ 11.49 吉岡  ひかる 11.03 渡部  愛理 10.90 椎葉  千尋 10.63 清水  麻衣 10.50 沖崎  菜々美 10.44
砲丸投 兵  庫･志方中 大  阪･友渕中 徳  島･生光学園中 奈  良･橿原中 長  崎･南串中 熊  本･松橋中 滋  賀･能登川中 北海道･せたな大成中

10/24 AB女子共通 松井  玲奈 35.85 田中  友子 34.82 佐藤  真緒 33.19 岡田  悠 31.33 蔭山  玖留美 30.43 杉山  愛海 30.39 松井  理沙 30.14 國木  里奈 29.64
円盤投 兵  庫･飾磨中部中 京  都･立命館中 静  岡･浜松天竜中 鳥  取･鳥取大附中 徳  島･神山東中 山  梨･早川中 新  潟･長岡寺泊中 大  阪･咲くやこの花中

10/25 牧瀬  梨乃 50.07 中島  美穂 44.50 照屋  麻璃奈 43.65 原田  留梨子 42.65 綿谷  初帰 42.34 二方  恵里奈 42.12 井口  華穂 42.09 中川  知春 41.52
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 鹿児島･安房中 兵  庫･白川台中 沖  縄･今帰仁中 岡  山･倉敷西中 長  崎･時津中 埼  玉･越谷東中 長  野･櫻ヶ岡中 三  重･厚生中

10/25 ABC女子共通 埼  玉       47.93 愛  知       47.97 鹿児島       48.02 岡  山       48.09 山  口       48.09 宮  崎       48.73 石  川       48.75 神奈川       48.99
４×１００ｍＲ 鬼塚  玲寧 河合  詩菜 八木  優貴乃 松尾  美香 南野  智美 今村  亜子 龍田  桃子 武田  夏子

原賀  祥乃 北野  有紀 本村  優華 大橋  沙季 清水  綾乃 髙木  沙弥 荒木  葵 澤口  桃佳
田中  美央 松井  香保里 田代  麻依 仁尾  友美 黒瀬  温子 村上  香菜子 葛巻  綾乃 菊池  瑠依奈
土井  杏南 森    佑紀那 久松  未季 青木  益未 君嶋  愛梨沙 安部  早也加 小林  麻里子 藤森  安奈



ﾄﾗｯｸ審判長 籾山　弘一
跳躍審判長 相原　洋
投擲審判長 三浦　進

【開催日】 2009年10月23日(金)～25日(日) 記録主任： 高橋　靖
【主催団体】 財団法人日本陸上競技連盟 決勝記録一覧表
(EGR:大会ﾀｲ,GR:大会新) 男  子 【競技場】日産スタジアム

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/24 男子 早稲田大       39.51 立命館大       39.74 順天堂大       39.80 国士舘大       40.20 東海大       40.25 福岡大       40.41 平成国際大       40.77 中京大       40.88

４×１００ｍＲ 小原  真悟 小野  利明 塚越  健太郎 五十嵐  巧 中井  一磨 原    翔平 丸山  啓太 波多野  良平
木原  博 小谷  優介 草野  誓也 川口  洋幸 田嶋  和也 荒尾  将吾 飯髙  祥嗣 田口  博崇
梶    将徳 堀江  新太郎 高瀬  慧 下向  一志 袴田  千尋 井上  誠 矢内  寿 服部  辰也
木村  慎太郎 土手  啓史 鍵山  和志 阿部  団 貞永  健剛 蓮尾  晃平 渡邊  侑平 米原  翔太

10/25 順天堂大     3:09.37 早稲田大     3:09.57 日本体育大     3:11.93 日本大     3:12.45 中京大     3:12.45 日本ｳｴﾙﾈｽ専門    3:12.52 筑波大     3:13.21 愛知教育大     3:14.05
４×４００ｍＲ 松尾  修平 小西  志朗 長島  正憲 増田  和貴 柳本  拓也 塩原  一也 田中  暢人 西    淳史

若菜  優太 中村  達郎 水野  龍彦 田中  慎也 星畑  朗人 泉谷  建太 渡邉  諒 東    哲久
大岐  亮平 原嶋  智大 川村  将平 川瀬  聡一朗 川崎  卓也 上野  光弘 多田  直樹 礒部  慶
高瀬  慧 浦野  晃弘 加賀谷  秀明 宇佐見  隼人 上田  祐貴 金子  信 安藤  靖人 中野  弘幸



ﾄﾗｯｸ審判長 籾山　弘一
跳躍審判長 相原　洋
投擲審判長 三浦　進

【開催日】 2009年10月23日(金)～25日(日) 記録主任： 高橋　靖
【主催団体】 財団法人日本陸上競技連盟 決勝記録一覧表

女  子 【競技場】日産スタジアム
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/24 女子 ﾅﾁｭﾘﾙ       44.83 早稲田大       45.74 平成国際大       45.85 日本体育大       46.00 中京女子大       46.12 筑波大       46.14 中央大       46.21 宇治山田商高       46.54

４×１００ｍＲ 佐藤  真有 紫村  仁美 宮城  理奈 松本  菜摘 渡邉  有紀子 岡部  奈緒 林　　明日香 木下  真里
渡辺  真弓 桑原  千紘 斎藤  歩 河原崎可央里 門奈  美和 立山  紀恵 石川　史織 橋爪  咲奈
栗本  佳世子 津留  加奈 水村  明日香 須磨  加奈江 仲田  千秋 佐野  布由美 篠崎　由貴 作野  捺希
丹野  麻美 蔭山  愛 髙橋  萌木子 渡辺  美里 今井  沙緒里 阿部  瑛美 利根川　由佳 世古  和

10/25 ﾅﾁｭﾘﾙ     3:37.67 東大阪大敬愛高    3:38.58 早稲田大     3:39.17 中央大     3:42.22 都留文科大     3:43.87 七十七銀行     3:44.53 平成国際大     3:45.01 日本体育大     3:45.50
４×４００ｍＲ 佐藤  真有 上山  美紗喜 蔭山  愛 利根川　由佳 笹本  絢 山田  舞 木村  朝美 須磨  加奈江

渡辺  真弓 新宮  美歩 津留  加奈 矢野　美幸 北村  千聖 水上  友紀 平塚  友美子 石澤  苑実
丹野  麻美 髙橋  満里 紫村  仁美 清水　佳奈 長倉  由佳 西田  紀子 水村  明日香 吉田  あゆみ
青木  沙弥佳 三木  汐莉 桑原  千紘 田子　雅 上田  千曉 齋    ともみ 宮地  佑佳 高野  未来




