
（敬称略）

総監督 平田　淳一 (高田高校) ◎ 男子団体 添上高校

男子監督 寒川　正悟 (智辯学園奈良ｶﾚｯｼﾞ高等部) 監督 野村　勇樹

女子監督 松井　紀之 (添上高校) 選手 大槻　亮介

桝谷　大悟郎

◎ 男子 浅野　心粋

100ｍ 川口　大輝 五條高校 木村　翔太

(補欠) 桝谷　大和

８００ｍ 廣田　奏 添上高校

男子個人 高田高校

5000ｍ 山下　結 監督 笠岡　浩

選手 南　空澄

森田　隼也 辰己　愛斗

5000ｍＷ 土屋　温希

棒高跳 原口　篤志 王寺工業高校 ◎ 女子団体 奈良大学附属高校

監督 浦木　繁博

八種競技 大坂　駿平 添上高校 選手 芳仲　志歩

春内　美里

吉川　莉代

◎ 女子 日高　こと葉

１００ｍ 南　こはる (補欠) 川本　苺花

１００ｍＨ 丸山　優空 添上高校

女子個人 高田高校

5000ｍＷ 田中　彩貴 監督 岩本　知子

選手 武藤　優奈

棒高跳 野田　真杜 添上高校

砲丸投 今西　あかり 添上高校 女子個人 一条高校

監督 西村　彩

武田　光里 添上高校 選手 川村　日菜子

やり投 水谷　和佳奈 添上高校

奈良学園
登美ヶ丘高校

智辯学園奈良
ｶﾚｯｼﾞ高等部

※人数は監督・コーチ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ等を除く選手数とする

智辯学園奈良
ｶﾚｯｼﾞ高等部

陸上競技 体操競技
(男子 7名.女子 7名：計 14名) (男子 7名.女子 7名：計 14名)

智辯学園奈良
ｶﾚｯｼﾞ高等部

智辯学園奈良
ｶﾚｯｼﾞ高等部



◎ 女子団体 奈良文化高校 ◎ 男子 奈良育英高校

監督 麻苧　麗奈 コーチ 大和　友哉

選手 中村　一葉 Ａコーチ 大野　哲広

寺脇　希碧 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 丸山　直樹

木村　美結 選手 桑原　隼介

熊坂　華 吉本　有佑

三日月　帆風 上原　穂城

大川　心寧 今中　彪鳳

(補欠) 山口　あおい 鳥山　翔聖

(補欠) 中村　知花 乾　絢康

伊藤　慶大

西田　大翔

女子個人 奈良文化高校 飯田　竜生

監督 麻苧　麗奈 澤井　耀晟

選手 中村　知花 中西　夏暉

北村　倫也

◎ 女子 奈良文化高校

コーチ 川﨑　弘策

Ａコーチ 末永　香里

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 西　陽子

選手 木下　万紗羅

竹原　美有

河井　七美

平野　莉来

加藤　柚月

小西　遥日

丸山　優梨杏

泉　都

成田　心子

竹原　菜奈

河野　莉奈

芳賀　楓花

新 体 操 バスケットボール
(女子 8名：計 8名) (男子 12名.女子 12名：計 24名)



◎ 男子 天理高校

監督 山下　貴弘

コーチ 蓮池　尋之介

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 藤川　茉衣

選手 森　陸翔

佐々木　勝啓

西岡　翼

魚山　航右

加登　大貴

加藤　誠一朗

中川　巧稀

藤尾　優成

今岡　耕太

松本　蛍之朗

杉本　悠真

黒木　嘉玖

◎ 女子 奈良文化高校

監督 山川　真史

コーチ 中山　健

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 渡邊　梨緒

選手 奥出　望未

山田　菫

石橋　陽向

伊関　万絢

上本　夏生

上田　咲世

前田　亜海

髙橋　十和子

石野　早映

中川　日葵

小久保　琉花

福田　琉月

バレーボール
(男子 12名.女子 12名：計 24名)



◎ 男子団体 添上高校 ◎ 女子団体 奈良女子高校

監督 政本　靖子 監督 松井　昭男

選手 金子　颯真 選手 田渕　小梅

松葉　優斗 坂本　芽依

中尾　和夢 田中　愛莉

岡田　陸 松本　悠良

畑野　俊翔 山口　愛世

前山　侑雅 廣瀬　結菜

北條　真人 池田　亜衣

男子個人 添上高校 女子個人 奈良女子高校

監督 政本　靖子 監督 松井　昭男

選手 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 金子　颯真 選手 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 松本　悠良

(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 松葉　優斗 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 山口　愛世

(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 田中　愛莉

男子個人 帝塚山高校 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 池田　亜衣

監督 堀内　照久

選手 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 齋木　侑京 女子個人 奈良女子高校

(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 金佐　康佑 監督 松井　昭男

選手 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 松本　悠良

男子個人 帝塚山高校 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 山口　愛世

監督 堀内　照久 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 廣瀬　結菜

選手 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 齋木　侑京

女子個人 畝傍高校

男子個人 東大寺学園高校 監督 南岡　誠人

監督 秋山　誠司 選手 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 相場　菜月

選手 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 井上　晴貴

男子個人 添上高校

監督 政本　靖子

(ｼﾝｸﾞﾙｽ) 金子　颯真

男子個人 生駒高校

監督 古川　雄理

選手 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 安田　詢

卓　　球
(男子 11名.女子 8名：計 19名)



◎ 男子団体 高田商業高校 ◎ 女子団体 奈良育英高校

監督 越智　敏晃 監督 山口　直人

選手 野田　楓麿 選手 鍜冶田　倫幸

永江　孝二郎 春山　鈴花

武市　大輝 中島　楓花

上通　弘夢 貴志　夢奈

森川　亮介 西村　彩希

服部　真大 中川　遥香

野口　快 津田　璃音

菊山　太陽 木村　光玖

女子個人 奈良育英高校

男子個人 高田商業高校 監督 山口　直人

監督 越智　敏晃 選手 鍜冶田　倫幸

選手 野口　快 貴志　夢奈

菊山　太陽 木村　光玖

野田　楓麿 西村　彩希

永江　孝二郎 春山　鈴花

武市　大輝 津田　璃音

上通　弘夢 植田　絢音

團野　佑紀 戸島　和

安達　宣 若林　亜依

坂本　晃基 中村　心茉

小宮山　建

田中　蘭聖 女子個人 高田商業高校

金澤　慧 監督 藤﨑　加織

森川　亮介 選手 横田　早貴帆

服部　真大 小路　むつみ

山口　ほのか

男子個人 関西中央高校 山本　真鳳

監督 上森　弘之

選手 小林　歩輝 女子個人 関西中央高校

井場　想大 監督 羽生　比呂紀

選手 西川　結

赤土　珠莉

ソフトテニス
(男子 16名.女子 18名：計 34名)



◎ 男子団体 一条高校 ◎ 男子団体 山辺高校

監督 檜尾　英哉 監督 長尾　慎祐

コーチ 森川　益男 選手 岸端　泰成

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 浦野　芽生 齋藤　英勝

選手 松岡　颯一 山下　和真

小野　克也 森岡　侑太郎

古寺　秀成 淺倉　莉久

椋本　万葉 中川　泰玖

前田　慶之介 芦邉　陸斗

猪股　啓太 柳田　尋斗

田中　日陽 太田　凱翔

東　昂之介 佐藤　琉生

奥井　凪 小原　一力

小原　直樹 中村　陵聖

白井　大雅 田中　翔

丹田　勇翔 辻　学人

山口　光希

田中　大智

◎ 女子団体 育英西高校 西村　俊哉

監督 小原　毅

コーチ 丸山　千由利

コーチ 辻本　遼二郎

選手 寺本　明里

本田　詩織

松下　雛子

松山　りお

西口　実佑

阿部　美春

石川　汐音

田原　志穏

辻井　葉音

今西　優多

小見山　瑞稀

松嶋　陽希

髙桑　小奈

(男子 17名：計 17名)(男子 12名.女子 13名：計　25名)

サ ッ カ ーハンドボール



◎ 男子団体 奈良大学附属高校 ◎ 女子団体 奈良大学附属高校

監督 堀　　嵩 監督 岡田　友梨

コーチ 澤入　健梧 コーチ 武野　忠

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 佐久間　蒼良 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 加藤　歩未

選手 久保田　高徳 選手 西本　望美

井手口　峻 獅子内　一奈

多田　侑生 森　友香

新居　樹 桒元　晴奈

堀口　蒼太 松本　笑舞

佐野　晃佑 中川　碧

西前　和真 堀川　実桜子

男子個人 奈良大学附属高校 女子個人 奈良大学附属高校

監督 堀　　嵩 監督 岡田　友梨

選手 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 井手口　峻 選手 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 獅子内　一奈

(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 久保田　高徳 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 松本　笑舞

(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 佐野　晃佑 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 西本　望美

(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 西前　和真 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 森　友香

(ｼﾝｸﾞﾙｽ) 井手口　峻 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 松本　笑舞

(ｼﾝｸﾞﾙｽ) 西前　和真

女子個人 育英西高校

監督 長岡　令子

選手 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 石井　志歩

(男子 7名.女子 8名：計 15名)

バドミントン



◎ 女子 郡山高校 ◎ 男子個人 五條高校

監督 柴田　真子 監督 奥村　洋

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 細田　真里恵 選手 髙橋　龍真

選手 矢野　愛奈

小泉　葵

俵　春奈 男子個人 奈良朱雀・奈良商工高校

原　杏歌 監督 塩谷　行庸

吉村　萌 選手 坂本　響司

関　相月

南野　桜綾

瀧川　真央

長田　七香

松田　彩来

福田　優花

小谷　碧

中山　優紀子

今村　菜々美

杉本　実里

家根本　真子

市橋　陽菜多

(男子 2名：計 2名)(女子 17名：計 17名)

ソフトボール 相　　撲



◎ 男子団体 天理高校 ◎ 女子団体 天理高校

監督 齋藤　涼 監督 金子　宗徳

選手 (先鋒) 尾方　蓮 選手 (先鋒) 髙石　空良

(次鋒) 向井　球真 (中堅) 瀬戸　美咲

(中堅) 花山　海波 (大将) 鍋山　よしゑ

(副将) 平見　陸 (補欠) 山口　紗也子

(大将) 新田　朋哉

(補欠) 小幡　礼希

男子個人 天理高校 女子個人 奈良育英高校

監督 齋藤　涼 監督 井上　駿

選手 (60㎏級) 井手　凱王 選手 (52㎏級) 松本　真白

(66㎏級) 柴田　勘次郎 (57㎏級) 木村　日花莉

(73㎏級) 小幡　礼希

(81㎏級) 重松　泰進

(90㎏級) 後藤　弘樹 女子個人 天理高校

(100㎏級) 平見　陸 監督 金子　宗徳

(100㎏超級) 新田　朋哉 選手 (48㎏級) 吉野　紗千代

(63㎏級) 髙石　空良

(70㎏級) 鍋山　よしゑ

(78㎏級) 川崎　想空

(78㎏超級) 瀬戸　美咲

(男子 10名.女子 8名:計 18名)

柔　　道



◎ 舵手つきクォドルプル(4×＋) 男子 十津川高校 ◎ 男子団体 奈良大学附属高校

監督 渡辺　圭亮 監督 森本　大介

選手 C 米村　直輝 選手 富田　宗汰

S 岩村　雄沙 岡本　啓汰

3 米久　澪弥 大津　龍星

2 大迫　輝英 德永　光史朗

B 奥田　朝登 井手口　力

(補欠) 藤井　都雲 西岡　楓

(補欠) 千葉　翔 岡田　悠希

ダブルスカル(２×) 男子 十津川高校 男子個人 奈良大学附属高校

監督 大橋　悠花 監督 森本　大介

選手 S 粟田　武蔵 選手 德永　光史朗

B 別宮　慧星 大津　龍星

(補欠) 千葉　翔

シングルスカル(1×) 男子 十津川高校 ◎ 女子団体 奈良大学附属高校

監督 戸川　直樹 監督 森本　大介

選手 S 岸田　純宗 選手 木村　咲良

中田　優希

◎ ダブルスカル(２×) 女子 十津川高校 高　ちひろ

監督 大東　実里 辻田　詩音

選手 S 山田　侑奈 木戸　愛夏

B 植野　光月 安良田　京香

(補欠) 尾上　咲希 樋越　めい

シングルスカル(1×) 女子 十津川高校 女子個人 奈良大学附属高校

監督 岩尾　優 監督 森本　大介

選手 S 尾上　咲希 選手 木村　咲良

高　ちひろ

ボ ー ト 剣　　道
(男子 10名.女子 3名：計 13名) (男子 7名.女子 7名：計 14名)



◎ 男子団体 大和広陵高校

監督 中村　淳志

コーチ 米田　野乃佳

選手 (51㎏級) 沼田　将吾

(55㎏級) 杉本　蓮 榮山　陸斗

(60㎏級) 乾　翔馬 澤田　涼之介

(65㎏級) 六條　光貴 中尾　仁心

(71㎏級) 平田　拓己

(80㎏級) 松元　弘建

(125㎏級) ﾏﾙﾃｨﾈｽ　ｿﾄ　ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ

男子個人

代表監督 中村　淳志 (大和広陵高校)

監督 三谷　豊人 (天理教校学園高校)

監督 西川　茂之 (添上高校)

選手 (51㎏級) 沼田　将吾 (大和広陵高校)

(55㎏級) 木下　ﾌｧﾋﾞｱﾝ　卓磨 (天理教校学園高校)

(60㎏級) 稲垣　晴生 (天理教校学園高校)

(65㎏級) 六條　光貴 (大和広陵高校)

(71㎏級) 今中　賀也 (添上高校)

(80㎏級) 久米田　忠裕 (天理教校学園高校)

(92㎏級) ﾏﾙﾃｨﾈｽ　ｿﾄ　ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ (大和広陵高校)

(125㎏級) 小畑　輝榮 (天理教校学園高校)

◎ 女子個人

監督 中村　淳志 (大和広陵高校)

選手 (50㎏級) 上岡　三桜 (大和広陵高校)

レスリング
(男子 15名：女子 1名：計 16名)



◎ 男子団体 高田商業高校 ◎ 女子団体 郡山高校

監督 米田　定雄 監督 阪田　充司

選手 島本　歩暉 選手 馬原　美月

渡邊　大生 塩野　天音

松本　優翔 玖山　陽菜

山口　圭太郎 有持　笑子

西川　宗吾 森山　まこと

福本　涼太 小谷　花野子

男子個人 五條高校 女子個人 郡山高校

監督 澤　一彦 監督 松田　俊彦

選手 杉本　凌羽 選手 森山　まこと

男子個人 榛生昇陽高校 女子個人 榛生昇陽高校

監督 平井　雅彦 監督 平井　雅彦

選手 岡本　優雅 選手 沼田　優美香

弓　　道
(男子 8名.女子 7名：計 15名)



◎ 男子団体 奈良育英高校 ◎ 女子団体 奈良育英高校

監督 永野　佑樹 監督 櫻井　太郎

選手 乾　輝大 選手 奥野　柚来

農本　翼 松倉　寧音

坂江　天龍 岩佐　里彩

渡辺　直生 栗尾　美羽

木戸　翔太郎 新部　実咲

男子個人 平城高校 女子個人 奈良育英高校

選手 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 蓮見　友羽 選手 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 奥野　柚来

(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 奥野　柚来

(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 松倉　寧音

男子個人 奈良学園高校

選手 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 中村　仁哉

女子個人 奈良学園高校

選手 (ｼﾝｸﾞﾙｽ) 村山　花凜

男子個人 奈良育英高校

選手 (ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 乾　輝大

渡辺　直生

テ ニ ス
(男子 7名.女子 6名：計 13名)



◎ 男子団体 郡山高校 ◎ 男子 奈良北高校

監督 木山　康史 監督 平林　高久

選手 兒玉　昌之 ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ 喜多　泰憲

川端　紫温 選手 中川　挺太

弓田　樹希 林　亮佑

山本　晴輝 小森　悠音

宮西　風杜

片山　国拓

小森　悠音

林　亮佑

上村　晴希

小山　義之

中川　挺太

宮西　風杜

片山　国拓

小森　悠音

上村　晴希

男子 榛生昇陽高校

監督 大和　剛士

ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ 村田　識至

選手 犬伏　輝斗

山下　虎ノ亮

港　恵果

山下　虎ノ亮

港　恵果

犬伏　輝斗

奥田　東航

山下　虎ノ亮

犬伏　輝斗

奥田　東航

(4ｋｍ速度競走 )

(スプリント)

(個人ロードレース)

(個人ロードレース)

登　　山
(男子 4名：計 4名)

自転車競技

(ﾁｰﾑ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ)

(スクラッチ)

(男子 11名：計 11名)

(スクラッチ)

(4ｋｍ速度競走 )

(ケイリン)

(3kmIP)

(ﾁｰﾑ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ)

(ポイント・レース)



◎ 男子

監督 高見　公明

コーチ 米澤　諒治

選手 (ﾗｲﾄﾌﾗｲ級) 米田　仁哉 (奈良情報商業・商業高校)

(フライ級) 吉良　大弥 (王寺工業高校)

(ﾊﾞﾝﾀﾑ級) 西村　和空 (奈良朱雀・奈良商工高校)

(ライト級) 堀江　輝起 (王寺工業高校)

(ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級) 山本　悠暉 (奈良朱雀・奈良商工高校)

◎ 男子 天理高校 ◎ 天理高校

監督 松尾　佳彦 加藤　理恵

コーチ 竹原　淳 竹原　 淳

選手 福田　拓真 梅谷　ふみ子

福永　凜音 福岡　羽澄

和田　陽向 杉島　歌歩音

中井　壮汰 藤田　心優

小島　伶 石田　陽菜乃

川原　大和 山口　瑠那

駒形　歩久 中井　帆乃香

中川　樹 清水　愛友

田中　翼 尾上　綸

泉谷　翼 畑　和江

丸山　奏 久住呂　柚衣

佐渡　啓伍 西田　ひさえ

鈴木　舞白 徳田　琳

東　翔夢 藤原　姫愛

藤原　優斗 中村　あみ

ホ ッ ケ ー

ボクシング
(男子 5名：計 5名)

(男子 15名.女子 15名：計 30名)

女子

監督

コーチ

選手



◎ 男子個人 ◎ 男子団体 奈良朱雀・奈良商工高校

監督 宇野　達也 監督 福西　峻

セコンド 角南　さくら 選手 福田　響介

選手 (55㎏級) 藏之上　大雅 平田　稜雅

(61㎏級) 藤田　右京 森田　偉月

(67㎏級) 西尾　銀矢 渡邊　裕斗

◎ 女子個人 ◎ 女子個人 奈良学園登美ヶ丘高校

監督 宇野　達也 監督 仲川　充知

選手 (59㎏級) 太田　ゆきえ 選手 （フルーレ） 大倉　梨亜

奈良朱雀・奈良商工高校

ウエイトリフティング
(男子 4名．女子 1名：計 5名)(男子 3名. 女子 1名：計 4名)

フェンシング

奈良朱雀・奈良商工高校



◎ 男子団体 生駒高校 ◎ 女子団体 奈良朱雀・奈良商工高校

監督 仲　良太 監督 藤江　顕太

コーチ 谷野　元哉 コーチ 岡部　みのり

選手 上辻　光琉 選手 永井　らら

福田　直樹 金野　芽依

水野　翔太 北谷　奈津

森田　隆誠 𠮷岡　瑠生

生駒　竜大 溝端　里咲

花畑　啓斗 新谷　舞

櫻井　晴乙 中西　美琴

男子個人 生駒高校 女子個人 奈良朱雀・奈良商工高校

監督 仲　良太 監督 藤江　顕太

コーチ 谷野　元哉 コーチ 岡部　みのり

選手 (個人組手） 上辻　光琉 選手 (個人組手） 永井　らら

(個人形） 生駒　力丸 (個人形） 髙橋　美結

福田　直樹 (個人形） 山本　彩可

女子個人 生駒高校

男子個人 磯城野高校 監督 仲　良太

監督 竹下　直志 コーチ 中嶋　風海

選手 (個人組手） 菅野　了伍 選手 (個人組手） 本田　詩歩

空 手 道
(男子 9名.女子 10名：計 19名)



◎ 男子団体 奈良学園高校 ◎ 団体試合 奈良大学附属高校

監督 阿部　陽介 監督 松田　悠希

選手 増尾　悠大 選手 犬伏　麻緒

𠮷田　悠人 奥野　銘南

米野　遥紀 山口　神奈

(補欠) 松本　大輝 百木　友莉菜

吉田　仁美

男子個人 奈良高校 犬伏　未奈

監督 増田　全敏

選手 榮　祥太郎 個人試合

監督 石塚　雅子

選手 石塚　千晶

◎ 女子団体 奈良学園高校

監督 阿部　陽介 個人試合 奈良育英高校

選手 佐保　裕美子 監督 植原　啓詞

宮川　ひまり 選手 田後　美樹帆

原田　采奈

(補欠) 冨依　想礼 演技

監督 石塚　雅子

女子個人 奈良情報商業・商業高校 選手 荻野　瑛穂

監督 下鍵　大 石塚　千晶

選手 福井　悠里

演技 奈良大学附属高校

監督 松田　悠希

選手 犬伏　未奈

犬伏　麻緒

奈良女子大学附属
中等教育学校

アーチェリー なぎなた
(男子 5名.女子　5名：計10名) (女子 9名：計 9名)

奈良女子大学附属
中等教育学校



◎ 男子 奈良情報商業・商業高校 ◎ 男子 一条高校

監督 越水　高士 監督 山渕　陽

選手 (K-1) 中尾　駿希 選手 (団体演武) 林　滉一郎

(K-2) 中尾　駿希 東浦　颯太

武田　朝樹 岡野　壮吾

(K-4) 中尾　駿希 潮田　篤哉

武田　朝樹 山本　蓮

竹村　翔太 佐藤　瑠唯

森井　優光 (補欠) 池田　隼

(組演武) 岡野　壮吾

林　滉一郎

◎ 女子 奈良情報商業・商業高校 (組演武) 山本　蓮

監督 越水　高士 佐藤　瑠唯

(WK-1) 山本　恋 (単独演武) 辻村　太一

(単独演武) 東浦　颯太

◎ 女子 一条高校

監督 山渕　陽

選手 (団体演武) 中釜　朱音

三宅　音葉

吉田　綾菜

坂田　彩羽

矢川　日菜

芳村　風花

(補欠) 二宮　悠華

(補欠) 中嶋　捺月

(組演武) 吉上　侑花

吉川　寧緒

(組演武) 中釜　朱音

三宅　音葉

(単独演武) 古坂　尋穂

(単独演武) 草野　真優

カ  ヌ  ー 少林寺拳法
(男子 4名．女子 １名：計 5名) (男子 8名.女子 12名：計 20名)


