
第５３回中部実業団対抗陸上競技大会　兼海外派遣選考会
審判長 (トラック) 山本　裕史　　松岡　洋明 入賞者一覧表

兼　第５７回全日本実業団陸上競技選手権大会予選会 (跳　　躍) 杉山　美生

兼　秩父宮賜杯第49回実業団・学生対抗陸上競技大会選考会 (投　　擲) 長江　鉱示

(招 集 所) 吉田　金義

記録主任 安福　弘典 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

17日 １００ｍ 田中　星次 10.93 村田　智広 11.05 ②:中野　浩一 11.05 桐山　雄司 11.13 瀧口　俊一 11.14 山口　峰昌 11.26 林　　光信 11.28 太田　三暁 11.36
風:+0.1 愛･トヨタ自動車 三･ＪＡ三重中央会 静･ミヤマ工業 愛･小島プレス 静･東部特別支援学教 愛･ナニワ 三･修道小学校教 岐･済美高教

16日 ２００ｍ 太田　和憲 21.66 嶋屋　昌芳 21.83 鈴木　義啓 22.22 田中　星次 22.29 川本　圭一 22.41 桐山　雄司 22.44 原口　直也 22.53 林　　光信 22.97
風:+0.0 岐･サンメッセ 愛･小島プレス 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 愛･豊田自動織機 愛･小島プレス 愛･豊田自動織機 三･修道小学校教

17日 ４００ｍ 嶋屋　昌芳 47.89 太田　和憲 48.54 原　　伸次 48.68 村上　史明 49.43 原　　勇太 50.54 畑山　　峻 50.93 齋藤　健太 51.39 浅野　健二 54.27
男 愛･小島プレス 岐･サンメッセ 愛･トヨタ自動車 静･新日本ホイール 愛･トヨタ自動車 愛･豊田自動織機 愛･豊田自動織機 愛･豊田自動織機

17日 ８００ｍ 坂　　直哉  1:54.50 山内　健太郎  1:56.41 大坪　祐樹  1:56.76 沼田　拓也  1:57.82 粥川　隆弘  1:58.37 服部　剛志  1:59.06 泉川　　拓  1:59.37 曲田　利夫  2:01.63

子 三･ＮＴＮ 三･ＮＴＮ 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ自動車 静･スズキ 愛･平野工業 岐･ＪＡ木曽

16日 １５００ｍ 小林　史和  3:50.83 武田　　毅  3:51.19 内田　直将  3:51.23 尾田　賢典  3:52.15 坂　　直哉  3:52.44 大坪　祐樹  3:53.01 佐藤　秀和  3:54.54 大西　毅彦  3:55.26

ト 三･ＮＴＮ 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ自動車 三･ＮＴＮ 静･スズキ 愛･トヨタ紡織 三･ＮＴＮ

17日 ５０００ｍ マーティンムクレ 13:44.05 サムエル　ドゥング 13:46.29 清水　大輔 14:00.95 竹田　　祐 14:02.80 宮城　和臣 14:04.01 笹沼　悠司 14:07.11 船越　大輔 14:08.70 大西　洋彰 14:09.06

ラ 愛･トヨタ自動車 愛･愛知製鋼 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ紡織 三･ＮＴＮ 愛･愛三工業 三･八千代工業

16日 １００００ｍ ジョン　ツォー 27:42.05 マーチン　マサシ 27:42.06 ミカ　ジェル 28:13.24 中尾　勇生 28:13.77 上條　記男 28:56.25 高橋　謙介 29:00.37 山本　芳弘 29:01.28 　澁谷　明憲　 29:03.39

ッ 愛･トヨタ自動車 静･スズキ 愛･トヨタ紡織 愛･トヨタ紡織 NGR 愛･愛知製鋼 愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ紡織 三･柳河精機

17日 １１０ｍＨ 古川　裕太郎 13.98 吉岡　康典 14.25 藤城　　豊 14.95 八十田　俊 15.68 中嶋　友也 16.11
ク 風:+0.3 愛･小島プレス 愛･サンメディカル 愛･西三河エリアワン 愛･トヨタ自動車 愛･アルペン

16日 ４００ｍＨ 武田　健太 51.47 中田　和寿 53.21 原　　勇太 54.97 内藤　卓雄 55.33 岡村　隆平 58.19 浅野　健二 58.20 牧　　康信 59.84 三輪　剛士  1:00.37

三･日本陸送 岐･瑞浪高教 愛･トヨタ自動車 愛･内藤鐵哉商店 愛･ＴＢｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 愛･豊田自動織機 愛･三栄ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 愛･トヨタ自動車

17日 ３０００ｍＳＣ 梅枝　裕吉  8:36.36 武田　　毅  8:51.83 加藤　　聡  8:58.82 中川　智博  9:08.71 荒木　宏太  9:12.17 佐藤　雄治  9:30.95 榊原　　聡  9:31.56 川瀬　真司 10:00.27

三･ＮＴＮ NGR 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 静･スズキ 静･滝ヶ原自衛隊 愛･トヨタ紡織 愛･中央発條 岐･三洋電機　岐阜

17日 １００００ｍＷ 金田　淳志 46:47.14 林　　祥平 49:35.68 吉原　裕司 50:56.50 尾崎　雄大 59:26.83

愛･トヨタ自動車 岐･西濃運輸　 愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ自動車

16日 ４×１００ｍ トヨタ自動車（愛） 42.03 豊田自動織機 42.42 JR東海（静） 46.07
   伊藤　智    橋本　滉一    二村　純市
   田中　星次    原口　直也    伊藤　潤一
   原　　伸次    川本　圭一    川越　昭典
   中村　洋文    牧瀬　仁佑    上村　秀樹

17日 ４×４００ｍ トヨタ自動車（愛）  3:20.62 小島プレス（愛）  3:23.04 豊田自動織機（愛）  3:23.43 ＮＴＮ  3:27.07 スズキ  3:34.77

   伊藤　智    久野　俊輔    畑山　　峻    大西　毅彦    服部　剛志
   原　　勇太    嶋屋　昌芳    原口　直也    坂　　直哉    大坪　祐樹
   田中　星次    古川　裕太郎    齋藤　健太    山内　健太郎    武田　　毅
   原　　伸次    山本　雄介    川本　圭一    小林　史和    中村　泰之

16日 走高跳 真鍋　周平 1m95 二宮　　聡 1m90 溝田　兼二 1m85 図師　崇人　 1m80 佐野　主学 1m80
男 愛･トヨタ自動車 愛･小島プレス 愛･東海鉄工 愛･トヨタ車体 愛･名古屋国税局

17日 棒高跳 小野　真二 4m80 飯田　敦彦 4m40 酒井　聖史 3m80
子 静･スズキ 愛･小島プレス 愛･豊田合成

17日 走幅跳 品田　直宏   7m62 山本　雄介   7m11 佐藤　賢一   7m02 下條　正紀   6m90 阪　　圭央   6m86 渡邊　祐介   6m85 小西　直樹   6m85 羽生　悟   6m82
フ 岐･濃飛倉庫運輸+0.6 愛･小島プレス+0.3 長･明科高教+0.0 長･北部高教+0.2 長･セイコーエプソン+0.7 愛･トヨタ自動車+0.0 愛･安藤はり灸院+0.0 愛･小島プレス+0.6

16日 三段跳 鈴木　義啓  15m95 石川　和義  15m49 山本　雄介  15m29 二宮　　聡  15m23 神麻　太祐  14m45 八十田　俊  14m23 宮崎　隆介  14m03 笠松　卓矢  13m63
ィ 静･スズキ+0.7 長･石川農産+0.2 愛･小島プレス+0.0 愛･小島プレス+1.3 静･共和レザー+1.3 愛･トヨタ自動車+1.0 愛･高木小教+0.0 愛･トヨタ自動車+0.7

16日 砲丸投 村川　洋平  17m66 小山　祐一郎  13m65 村上　幸史  13m38 加藤　源樹  13m30 田中　信也  13m22 柿澤　一真  13m17 小田井　隆幸  12m89 中村　友昭  12m52
｜ 静･スズキ 愛･サンケイハウジン 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 静･三島信用金庫 静･共和レザー 静･ジヤトコ 三･三重県庁

17日 円盤投 藤原　　潤  50m08 村上　幸史  44m90 山形　洋平  44m82 村川　洋平  39m89 柿澤　一真  37m32 飯田　敦彦  36m91 中村　友昭  34m69 春田　直樹  32m98
ル 三･八千代工業 静･スズキ 愛･豊田市立逢妻中 静･スズキ 静･共和レザー 愛･小島プレス 三･三重県庁 愛･新東工業

17日 ハンマー投 久保　浩司  61m02 久保　幸弘  59m80 竹内　　亮  54m92 春名　優一  52m81 村川　洋平  49m74 柿澤　一真  49m06 池田　明由  45m07 加藤　源樹  42m00
ド 三･修道小学校教 三･鳥羽高教 静･県総合健康ｾﾝﾀｰ 愛･ｽﾎﾟｰﾂｼ ﾞﾑＣＭＧ 静･スズキ 静･共和レザー 静･ジヤトコ 愛･トヨタ自動車

16日 やり投 村上　幸史  70m06 下り藤　修大  67m00 恵濃　一繁  61m19 飯田　敦彦  55m40 田中　浩章  54m96 榊原　寛紀  51m89 河井　　茂  50m64 饗庭　龍次  49m87

静･スズキ 愛･小島プレス 三･日本陸送 愛･小島プレス 静･日大三島高教 愛･豊田自動織機 愛･新東工業 愛･トヨタ自動車

平成２１年５月１６日(土)～１７月(日)

[NNR:日本新記録 / NGR:大会新記録 / EGR:大会タイ記録 / IIR:実業団国際記録]



第５３回中部実業団対抗陸上競技大会　兼海外派遣選考会
審判長 (トラック) 山本　裕史　　松岡　洋明 入賞者一覧表

兼　第５７回全日本実業団陸上競技選手権大会予選会 (跳　　躍) 杉山　美生

兼　秩父宮賜杯第49回実業団・学生対抗陸上競技大会選考会 (投　　擲) 長江　鉱示

(招 集 所) 吉田　金義

記録主任 安福　弘典 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

平成２１年５月１６日(土)～１７月(日)

17日 １００ｍ 清水　めぐみ 11.98 三枝　夏季 12.54 水谷　敦子 12.55 大沼　芽生 12.56 山崎　由加里 12.65 武井　怜子 12.73 熊谷　香織 13.19 中野　友紀 13.27
風:+0.5 岐･濃飛倉庫運輸 長･サンクリエイト 岐･麗澤瑞浪中教 愛･トヨタ自動車 愛･平野工業 岐･濃飛倉庫運輸 長･ヤマトヤ 愛･小島プレス

16日 ２００ｍ 清水　めぐみ 24.88 中田　有紀 25.24 三枝　夏季 25.48 櫻井　里佳 25.52 武井　怜子 25.67 大沼　芽生 25.74 中野　友紀 27.17
風:+0.7 岐･濃飛倉庫運輸 愛･日本保育サービス 長･サンクリエイト 静･スズキ 岐･濃飛倉庫運輸 愛･トヨタ自動車 愛･小島プレス

女 17日 ４００ｍ 林　加世子 59.56 森島　一美  1:03.71 橋本　苑果  1:05.15 平岡　知佳  1:06.42

愛･トヨタ自動車 愛･トヨタ自動車 愛･豊田合成 愛･小島プレス

子 17日 ８００ｍ 林　美樹  2:15.85 三郷　実沙希  2:16.49 大澤　春香  2:17.31 福原　　舞  2:19.31 平岡　知佳  2:23.09 石井　　南  2:25.83 橋本　苑果  2:28.92 小畑　実美  2:33.98

静･ユタカ技研 静･スズキ 愛･愛知電機 愛･愛知電機 愛･小島プレス 愛･小島プレス 愛･豊田合成 愛･小島プレス

ト 16日 １５００ｍ 後藤　亜由美  4:33.39 林　美樹  4:33.86 大澤　春香  4:36.47 三郷　実沙希  4:38.26 難波　侑子  4:44.13 福原　　舞  4:45.02 野堀　真耶  4:49.57 馬場　麻美子  4:50.33

静･スズキ 静･ユタカ技研 愛･愛知電機 静･スズキ 静･スズキ 愛･愛知電機 静･ユタカ技研 愛･小島プレス

ラ 17日 ５０００ｍ ベテレヘム・モジェス 16:00.53 大南　博美 16:25.66 後藤　亜由美 16:25.79 古賀　裕美 16:27.71 宮下　沙希 16:30.44 小山　真子 16:42.93 空山　真由美 16:55.78 竹内　愛美 16:56.83

三･デンソー 愛･トヨタ車体 静･スズキ 三･デンソー 静･ユタカ技研 静･スズキ 愛･小島プレス 愛･愛知電機
ッ 16日 １００００ｍ 松岡　範子 33:45.16 若松　育美 33:46.26 大南　博美 33:51.87 井上　実知 33:58.35 竹内　愛美 34:17.99 松永　明子 34:45.04 山田　幸代 34:58.73 小田切　綾乃 35:53.42

静･スズキ 三･デンソー 愛･トヨタ車体 静･スズキ 愛･愛知電機 静･ユタカ技研 静･ユタカ技研 愛･愛知電機

ク 17日 １００ｍＨ 山崎　由加里 14.04 伊藤　みのり 14.09 岸　沙耶香 14.30 武井　怜子 14.56 早川　杏沙 14.93
風:+0.0 愛･平野工業 愛･小島プレス 愛･小島プレス 岐･濃飛倉庫運輸 三･四日市ウエルネス

16日 ４００ｍＨ 林　加世子  1:02.45 岸　沙耶香  1:07.77 森島　一美  1:08.17

愛･トヨタ自動車 愛･小島プレス 愛･トヨタ自動車

17日 ５０００ｍＷ 上野　侑香 24:44.25 加藤　典子 25:51.24 高山　奈々 26:57.07

三･日本陸送 NGR 愛･三菱自動車岡崎 愛･トヨタ自動車

16日 ４×１００ｍ トヨタ自動車（愛） 50.39 小島プレス（愛） 50.77
   森島　一美    宮崎　真由美
   大沼　芽生    中野　友紀
   林　加世子    岸　沙耶香
   大賀　理加    伊藤　みのり

17日 ４×４００ｍ トヨタ自動車（愛）  4:05.50 スズキ  4:12.95 小島プレス（愛）  4:13.71 ユタカ技研（静）  4:19.28

   森島　一美    井上　実知    岸　沙耶香    林　美樹

   林　加世子    三郷　実沙希    伊藤　みのり    柴原　杏梨

   大賀　理加    松岡　範子    石井　　南    野堀　真耶

   大沼　芽生    櫻井　里佳    平岡　知佳    松永　明子

17日 走高跳 中田　有紀 1m65 松本　明日美 1m65 日高　里子 1m60 竹内　梨里 1m60 大久保　あゆ美 1m55

愛･日本保育サービス 愛･名東高教 愛･トヨタ自動車 愛･豊田自動織機 愛･平野工業

女 17日 走幅跳 三澤　涼子   5m76 早川　杏沙   5m63 伊藤　みのり   5m55 坂木　菜々実   5m42 水谷　敦子   5m31 伊藤佳奈恵   5m25 谷澤　陽子   5m14 大賀　理加   4m95

子 長･ヤマトヤ+0.9 三･四日市ウエルネス+0.3 愛･小島プレス+0.8 愛･豊田自動織機+0.0 岐･麗澤瑞浪中教+0.6 三･三重聾教+1.0 岐･関特別支援学校教+1.2 愛･トヨタ自動車+0.2

フ 16日 三段跳 三澤　涼子  12m69 谷澤　陽子  11m70 宮崎　優季  11m63 大賀　理加  10m05 深澤　奈帆   9m83
ィ 長･ヤマトヤ+0.5 岐･関特別支援学校教+0.0 長･宮崎農園+0.0 愛･トヨタ自動車+0.0 静･富士根南中教+0.0

｜ 16日 砲丸投 海老原　有希  12m20 宮崎　真由美  12m00 武川　美香  10m80 東　沙矢香  10m58 赤嶺　　愛  10m48 大野　真由美  10m30
ル 静･スズキ 愛･小島プレス 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 愛･豊田自動織機 愛･小島プレス

ド 17日 円盤投 室伏　由佳  54m27 渡辺　真佑子  43m10 宮崎　真由美  39m75 影山　富子  38m36 東　沙矢香  29m54 武川　美香  29m03 赤嶺　　愛  26m66

愛･ミズノ 三･四日市南高教 愛･小島プレス 静･スズキ 愛･トヨタ自動車 静･スズキ 愛･豊田自動織機

17日 ハンマー投 室伏　由佳  60m04 武川　美香  53m82 赤嶺　　愛  42m37 海老原　有希  36m36 影山　富子  25m37

愛･ミズノ 静･スズキ 愛･豊田自動織機 静･スズキ 静･スズキ

16日 やり投 海老原　有希  52m44 伊藤　みのり  42m28 大野　真由美  40m07 大石　　舞  27m98 東　沙矢香  23m98

静･スズキ 愛･小島プレス 愛･小島プレス 愛･豊田自動織機 愛･トヨタ自動車
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第５３回中部実業団対抗陸上競技大会　兼海外派遣選考会
審判長 (トラック) 山本　裕史　　松岡　洋明 入賞者一覧表

兼　第５７回全日本実業団陸上競技選手権大会予選会 (跳　　躍) 杉山　美生

兼　秩父宮賜杯第49回実業団・学生対抗陸上競技大会選考会 (投　　擲) 長江　鉱示

(招 集 所) 吉田　金義

記録主任 安福　弘典 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

平成２１年５月１６日(土)～１７月(日)

ジュニア種目
16日 １５００ｍ 杉田　祐平  4:06.79 福井　雅也  4:08.43 大久保　幹也  4:08.67 松本　淳  4:08.71 林　星夜  4:08.90 長坂　雄基  4:19.54 古田　充紀  4:25.84 白川　健吾  4:30.85

愛･トヨタ自動車 愛･中央発條 三･ＮＴＮ 愛･愛知製鋼 愛･トヨタ紡織 愛･三菱自動車岡崎 愛･三菱自動車岡崎 岐･ＫＹＢ

17日 ５０００ｍ 大久保　幹也 15:01.19 林　星夜 15:10.77 松本　淳 15:12.76 福井　雅也 15:13.66 上西　健太 16:01.54

三･ＮＴＮ 愛･トヨタ紡織 愛･愛知製鋼 愛･中央発條 愛･中央発條

16日 ３０００ｍ 野見山　美保  9:36.60 空山　真由美  9:59.59 馬場　麻美子 10:00.71 大野　礼絵 10:07.32

三･デンソー 愛･小島プレス 愛･小島プレス 愛･愛知電機

３０歳以上種目
17日 １００ｍ 吉岡　康典 11.24 加藤　正也 11.53 河井　　茂 11.53 加藤　　勝 11.57 冨成　仁 11.62 小高　孝二 11.83 島崎　利彦 11.97

風:+0.0 愛･サンメディカル 愛･安城簡易裁判所 愛･新東工業 岐･ＧＥテクノ 愛･豊田自動織機 愛･トヨタ自動車 岐･和良中教

17日 １５００ｍ 馬渕　直也  4:07.32 榎木　和貴  4:08.70 和島　慎太郎  4:20.98 羽根　正樹  4:22.81 江藤　慎一  4:23.41

岐･垂井町役場 愛･トヨタ紡織 愛･庄内ＲＴ 三･三重県庁 静･ＮＴＮ磐田

４０歳以上種目
17日 １５００ｍ 佐藤　和仁  4:19.10 浜地　　守  4:21.19 日面　彰一  4:38.11 木村　浩久  4:48.32 田中　博之  4:53.51 佐藤　　聡  4:54.57

岐･美濃市役所 三･ＮＴＮ三雲 三･ＮＴＴ西日本東海 三･松阪市役所 愛･庄内ＲＴ 三･ＮＴＴ西日本東海

オープン種目
17日 ５０００ｍ 松永　明子 16:41.41 八木　洋子 16:48.57 難波　侑子 16:53.60 人見　明子 17:15.14 山田　幸代 17:26.01

静･ユタカ技研 静･スズキ 静･スズキ 静･ユタカ技研 静･ユタカ技研
１００００ｍ

３０００ｍＳＣ

17日 棒高跳 前田　朋子 3m70

愛･中京大職

招待高校
17日 ５０００ｍ 波多野純矢 15:24.07 吉田　周平 15:28.44 大野　彰彦 15:28.98 河合　代二 15:29.28 長島　俊泰 15:32.88 山口　智永 15:46.27 小藤　友裕 15:47.68 贄　　貴紀 15:55.86

県岐阜商 市岐阜商 市岐阜商 関商工 県岐阜商 県岐阜商 市岐阜商 土岐商
17日 ４×１００ｍ 長良 42.60 大垣工 43.02 清翔 43.33 大垣商 43.56 斐太 43.63 岐山 44.55 岐南工 44.56

   青木　一平    水野　慎也    船戸　公博    青島　貴士    板屋　佳汰    神山　眞通    馬場　友規

   西岡　大貴    若園　和也    奥村　周平    菱田　圭祐    可児　隆史    相澤　　翔    髙橋　拓也

   井上　彰吾    山下　功祐    渡邉　尚登    岡﨑　淳基    梶　晃太朗    安達　和秀    髙橋　翔吾

   合田　　峻    細野　翔平    桑原　佑太    野網　和真    辻　　成梧    中島慎太朗    廣瀬　真司
16日 ３０００ｍ 渡辺　真実 10:15.99 衣斐さやか 10:20.35 奥田　優利亜 10:38.83 竹内　利歩 10:39.79 金井田遼子 10:40.83 山口　樹里 10:41.16 室屋　有沙 10:58.84 宮下　真綺 10:58.91

大垣商 大垣日大 大垣日大 大垣日大 関商工 大垣北 大垣日大 土岐商

17日 ４×１００ｍ 県岐阜商 49.11 市岐阜商 49.84 益田清風 49.99 恵那 50.27 長良 50.72 大垣商 50.93 東濃実業 51.80

   小川　裕衣    足立　純子    藤井あゆみ    可知穂奈美    西村　　萌    八木　りさ    石川　円喜

   熊澤　知夏    竹下　美有    熊﨑　　香    西尾　　霞    飯尾　弥加    渡辺　美咲    伊藤　有加

   古澤　　薫    坪井すみか    藤井のぞみ    中村　文香    安江美沙子    大橋由紀子    土田　実久

   松本　望路    福留　美咲    田口嵯友里    中村　友香    野村　華子    森　　友紀    吉田　知世
招待中学

17日 ４×１００ｍ 島 47.20 大垣東 47.31 下呂 47.85 梅林 48.03 高富 48.85 藍川東 48.94

   西口　誠治    渡辺　智裕    今井　優磨    今瀬　拓也    肥後　隼太    杉山　拓哉

   土田　智大    大森　裕也    大前　昌士    石神　翔舞    福永　貴都    鈴木　一輝

   小澤　和也    棚橋　正希    田口　貴也    坂井田将宏    山岸　椋平    柳井　厚哉

   早瀨　征幸    新井　将登    杉山　滉平    篠田　隼大    深尾　啓吾    中川　徳俊
17日 ４×１００ｍ 小坂 51.22 不破 53.03 伊奈波 53.31 蘇原 53.59 美濃加茂東 53.63 岐大附属 53.67 島 54.16 精華 54.63

   庄村　愛美    水野萌仁香    原　　　望    塩入　愛子    座馬　沙季    後藤沙友里    井川　知佳    杉山今日子

   大江利華子    高木　星里    松井　遥香    安積　沙耶    渡辺　美夏    山川　美紀    杉ノ下　愛    都築　侑起

   中村　光希    高島　　愛    野口　舞香    間宮　里菜    日比野有依    猿橋　桃子    高木真莉恵    加藤香緒梨

   鎌倉　葉月    田中　園絵    早戸　美紅    堀　　愛理    高野　文菜    篠田　遥奈    加藤明日香    安田　琴音
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