
    

    
    

新入生新入生新入生新入生のののの皆皆皆皆さまさまさまさま、、、、ごごごご入学入学入学入学おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！    
新たな気持ちで大学生活を始めようと、皆さん楽しいキャンパスライフをあれこれと思い描いているのではないでしょうか？そこで、

私達のサークル「ポルケピックポルケピックポルケピックポルケピック」で良いスタートを切り、テニスや様々なイベントでかけがえのない楽しい思い出を作ってみませんか？ 

☆☆☆☆ポルケピックポルケピックポルケピックポルケピックとはとはとはとは？？？？☆☆☆☆ 

私たちポルケピックポルケピックポルケピックポルケピック(フランス語でハリネズミという意味です)、通称｢｢｢｢ポルケポルケポルケポルケ｣｣｣｣は男子50名･女子50名くらいで、男子男子男子男子はははは全員早大理全員早大理全員早大理全員早大理
工学部生工学部生工学部生工学部生、女女女女子子子子はははは様様様様々々々々なななな大学大学大学大学・・・・短大短大短大短大からからからからのメンバーで構成されているテニスサークルテニスサークルテニスサークルテニスサークルです。週に約３回の練習(土･日･祝日や平日ナ

イターなど)と、年４回の合宿を中心に活動しています。ポルケの一番のいいところは先輩後輩分先輩後輩分先輩後輩分先輩後輩分けけけけ隔隔隔隔てなくてなくてなくてなく、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに仲良仲良仲良仲良くなれてくなれてくなれてくなれて
しまうしまうしまうしまうこと！かけがえのない友達がたくさん作れますよ！ 

☆☆☆☆練習練習練習練習のののの様子様子様子様子はははは？？？？☆☆☆☆ 
練習場所は都内都内都内都内の公営のテニスコートです。練習頻度は曜日曜日曜日曜日をををを特特特特にににに決決決決めずめずめずめず週週週週にににに3333回回回回ほど行っています。また、授業授業授業授業がががが忙忙忙忙しいしいしいしい方方方方、、、、学学学学

校校校校からからからからテニスコートテニスコートテニスコートテニスコートがががが遠遠遠遠いいいい方方方方でもでもでもでも十分十分十分十分テニステニステニステニスがががが出来出来出来出来るるるるように、平日は夕方から練習を始めています。練習の様子は和気和気和気和気あいあいあいあいあいあいあいあいと

した雰囲気の中で、みんな楽しく真剣にテニスをしています。ですが、練習練習練習練習はははは自主参加自主参加自主参加自主参加ですですですです。学校生活やアルバイトとも両立しやすい

サークルです☆^v(*^∇’)乂(‘∇^*)v^ 

それから、「テニスやったことないし・・」と思っている方でも心配いりません！毎年半分以上毎年半分以上毎年半分以上毎年半分以上のののの人人人人がががが初心者初心者初心者初心者ですが、優しい先輩が

丁寧に教えてくれるので、すぐに上達し、団体戦団体戦団体戦団体戦でもでもでもでも活躍活躍活躍活躍しています！ポルケにはテニステニステニステニスのののの強強強強いいいい先輩先輩先輩先輩がたくさんいますがたくさんいますがたくさんいますがたくさんいますので、経験者

にとっても満足していただけるはずです。    

☆☆☆☆テニステニステニステニスのののの実力実力実力実力はははは????☆☆☆☆ 

ここまで読んで「初心者ばかりのサークルだからテニスは弱いのでは？」と思う人もいるでしょうが、そんなことはありません！２０

０７年４月１日現在、５部まである新早連新早連新早連新早連という団体では３３３３部部部部に所属しており、定位置ともいえる２２２２部部部部へのへのへのへの復帰復帰復帰復帰、さらには１１１１部部部部へのへのへのへの
昇格昇格昇格昇格を狙っています。また、春･夏に行われる ATECATECATECATEC学内学内学内学内リーグリーグリーグリーグにも加盟しており、前回前回前回前回ATECATECATECATECリーグリーグリーグリーグではではではでは見事見事見事見事1111位位位位に輝くことができま

した。その他、学外トーナメントなどにも意欲的に参加しています。 

☆☆☆☆入会入会入会入会のののの期限期限期限期限はははは？？？？テニステニステニステニスのののの道具持道具持道具持道具持っていなくてもっていなくてもっていなくてもっていなくても練習練習練習練習にににに行行行行っていいのっていいのっていいのっていいの？？？？☆☆☆☆    
 入会入会入会入会のののの期限期限期限期限はははは一切設一切設一切設一切設けておりませんけておりませんけておりませんけておりません。。。。女の子だと 11111111月月月月ごろにごろにごろにごろに入入入入ってくるってくるってくるってくる子子子子もももも大勢大勢大勢大勢いますいますいますいますし、2222年生年生年生年生からのからのからのからの参加参加参加参加もあるもあるもあるもあるくらい

です！毎年、入学式の後など、チラシを見てすぐ見学に来てくれる人も大勢います！大歓迎大歓迎大歓迎大歓迎ですですですです。。。。もちろん手手手手ぶらでかまいませんぶらでかまいませんぶらでかまいませんぶらでかまいません！！！！

ラケットはお貸ししますし、見に来てくれるだけでも楽しめるはずです。是非一度練習是非一度練習是非一度練習是非一度練習にににに足足足足をををを運運運運んでくださいんでくださいんでくださいんでください！！！！一人で来るのが不安

ならば、お友達と一緒に来てみてください☆ヾ(*^▽^*)oヾ(*^▽^*)oヾ(*^▽^*)o    

また、詳しい説明はポルケピックポルケピックポルケピックポルケピック25252525代公式代公式代公式代公式HPHPHPHPでも見ることが出来ます！写真写真写真写真もももも沢山載沢山載沢山載沢山載っているっているっているっているので、 

サークルの雰囲気を垣間見られると思います！ 

☆☆☆☆ポルケピックポルケピックポルケピックポルケピック25252525 代公式代公式代公式代公式HPHPHPHP ののののURLURLURLURL☆☆☆☆    

PC用→hhhhttp://porc.ojaru.jpttp://porc.ojaru.jpttp://porc.ojaru.jpttp://porc.ojaru.jp    

携帯用→http://http://http://http://porc.ojaru.jp/mobile/porc.ojaru.jp/mobile/porc.ojaru.jp/mobile/porc.ojaru.jp/mobile/    
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Porc-épic’s Report Of Monthly Information & SchedulE 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

1111    2222    
桐ヶ丘 

18181818:30:30:30:30～～～～20:3020:3020:3020:30    

3333    4444    
浮間 

17:0017:0017:0017:00～～～～19:0019:0019:0019:00    

5555    6666    
桐ヶ丘 

18:3018:3018:3018:30～～～～20202020:30:30:30:30    

7777    

 

8888    
｢男女説明会｣ 

9999｢男説明会｣    
桐ヶ丘 

18181818:30:30:30:30～～～～20:3020:3020:3020:30 

10101010    
    

11111111｢男説明会｣    
四ツ谷 

18:0018:0018:0018:00～～～～21:0021:0021:0021:00 

12121212    

 

13 13 13 13  14141414    
｢男女説明会｣ 

｢新歓コンパ｣    

15151515    
城北 

11:0011:0011:0011:00～～～～13:0013:0013:0013:00 

16161616    
 

17171717｢男説明会｣    
四ツ谷 

18:0018:0018:0018:00～～～～21:0021:0021:0021:00 

18181818 
桐ヶ丘 

18:3018:3018:3018:30～～～～20:3020:3020:3020:30 

19191919    
 

20202020    21212121    
浮間 

15:0015:0015:0015:00～～～～17:0017:0017:0017:00 

22222222    
｢男女説明会｣    

23232323    

 

24242424    
木場 

17:0017:0017:0017:00～～～～19:0019:0019:0019:00 

25252525    

 

26262626    
    

27272727｢男説明会｣    
桐ヶ丘 

18:3018:3018:3018:30～～～～20:3020:3020:3020:30 

28282828    
｢総会｣    

29292929    
 

30303030    
四ツ谷 

10101010:00:00:00:00～～～～12:0012:0012:0012:00 

     
 

        
 

    
 

練習場所へは、先輩が案内します。練習開始時間の30分前(桐ヶ丘は45分前)に最寄駅の改札口に来てください(最寄駅情報最寄駅情報最寄駅情報最寄駅情報はははは裏裏裏裏ページページページページにありますにありますにありますにあります！！！！)。

もし、遅れてしまっても、先輩に電話してくれれば迎えに行きますのでお気軽にご連絡を！ 

☆☆☆☆説明会説明会説明会説明会☆☆☆☆    
ポルケについて詳しく話を聞きたい方のために説明会を下記の日程で行います！気軽に来てみてください♪ 

○○○○男女説明会男女説明会男女説明会男女説明会：：：：日程日程日程日程…………8888日日日日((((日日日日))))、、、、14141414日日日日((((土土土土))))、、、、22222222日日日日((((日日日日))))    

集合場所集合場所集合場所集合場所…………高田馬場高田馬場高田馬場高田馬場BIGBOXBIGBOXBIGBOXBIGBOX前前前前 

集合時間集合時間集合時間集合時間…………12:3012:3012:3012:30～、～、～、～、13:3013:3013:3013:30～、～、～、～、14141414:30:30:30:30～～～～ 

○○○○    男説明会男説明会男説明会男説明会    ：：：：日程日程日程日程…………9999日日日日((((月月月月))))、、、、11111111日日日日((((水水水水))))、、、、17171717日日日日((((火火火火))))、、、、27272727日日日日((((金金金金))))    

集合場所集合場所集合場所集合場所…………54545454号館号館号館号館204204204204号室号室号室号室    

集合時間集合時間集合時間集合時間…………12:1012:1012:1012:10～～～～13:0013:0013:0013:00 
※男女説明会の後には飲み会もあります!!1年生は8日と22日は1000円で参加できる 

ので、飲み会からでも参加してください！ 

《飲み会》集合場所集合場所集合場所集合場所…………高田馬場駅高田馬場駅高田馬場駅高田馬場駅BIGBOXBIGBOXBIGBOXBIGBOX前前前前    集合時間集合時間集合時間集合時間…………17:15 17:15 17:15 17:15 費用費用費用費用…………1000100010001000円円円円    

☆☆☆☆新歓新歓新歓新歓コンパコンパコンパコンパ☆☆☆☆    
テニスだけでなく、新歓コンパにも是非参加してください。練習とは違ったポルケ一面を見に来てください。もちろん新歓コンパでポ

ルケを知ってから練習に来てくれてもOK！！とても楽しいのに、こんなに安く飲めるなら行くしかないね♪ 

○○○○日程日程日程日程…………4444月月月月14141414日日日日((((土土土土))))    集合時間集合時間集合時間集合時間…………17:1517:1517:1517:15    費用費用費用費用…………1500150015001500円円円円    

○○○○集合場所集合場所集合場所集合場所…………西武新宿西武新宿西武新宿西武新宿PePePePePePePePe前前前前(JR(JR(JR(JR新宿駅東口新宿駅東口新宿駅東口新宿駅東口からからからから徒歩徒歩徒歩徒歩3333分分分分ですですですです。。。。) ) ) ) 右上右上右上右上のののの地図参照地図参照地図参照地図参照        

                                                ☆☆☆☆総総総総    会会会会☆☆☆☆    
総会に参加して、もっと沢山の先輩や同輩と仲良くなろう！総会ではポルケの役職紹介ならびに全員の自己紹介をします。総会の後に

も飲み会があるよ！ 

○○○○日程日程日程日程…………4444月月月月28282828日日日日((((土土土土))))    集合場所集合場所集合場所集合場所…………高田馬場高田馬場高田馬場高田馬場BIGBOXBIGBOXBIGBOXBIGBOX前前前前    集合時間集合時間集合時間集合時間…………12:0012:0012:0012:00    

費用費用費用費用…………入会金入会金入会金入会金3030303000000000円円円円++++前期会費前期会費前期会費前期会費6000600060006000円円円円    

《飲み会》集合場所集合場所集合場所集合場所…………西武新宿西武新宿西武新宿西武新宿PePePePePePePePe前前前前((((右上右上右上右上のののの地図参照地図参照地図参照地図参照))))    

集合時間集合時間集合時間集合時間…………17:1517:1517:1517:15        費用費用費用費用…………3500350035003500円円円円    
※確認のため、説明会・新歓コンパ・総会の飲み会には必ず学生証学生証学生証学生証を持ってきてください！ 

(男子は早大理工1年生しか参加できません。) 
    

☆☆☆☆ポルケポルケポルケポルケのののの練習場所練習場所練習場所練習場所はははは？？？？☆☆☆☆    
都内の公営コートを使っています。練習の30分前(桐ヶ丘は45分前)までに集合場所に来てください。また、遅れてしまったり、集

合場所が分からない場合は、遠慮なく先輩に連絡ください(^o^)丿♪ 



   

練習場所

四谷

日比谷

桐ヶ丘

浮間

木場

城北

有明

 東京メトロ東西線　木場駅　門前仲町駅よりの改札

 東武東上線　上板橋駅の改札

 りんかい線国際展示場駅改札

集合場所

 JR中央線・総武線　四谷駅の市谷駅よりの改札

 東京メトロ日比谷線・千代田線　都営三田線　日比谷駅　A14番出口改札

 JR赤羽駅の北口改札

 JR埼京線　浮間舟渡駅の改札

  

☆☆☆☆ポルケポルケポルケポルケってってってってテニステニステニステニス以外以外以外以外にはにはにはには何何何何をしているのをしているのをしているのをしているの？？？？☆☆☆☆    
｢テニスだけなの？｣と思ってはいけません。もちろんテニステニステニステニス以外以外以外以外にもにもにもにも様様様様々々々々ななななイベントイベントイベントイベントがありますがありますがありますがあります。毎回のように練習に参加し、

テニスに打ち込む人もいれば、イベントイベントイベントイベントやややや飲飲飲飲みみみみ会会会会でででで大活躍大活躍大活躍大活躍するするするする人人人人もいますもいますもいますもいます。早慶野球･ラグビー戦を観て盛り上がり、バーベキュー･

花見などで遊び、サッカー･バスケ大会、冬にはスキー合宿などのスポーツも満喫するなど、四季四季四季四季をををを通通通通じてじてじてじて企画企画企画企画いっぱいでいっぱいでいっぱいでいっぱいで、、、、年中常年中常年中常年中常
にににに楽楽楽楽しめますしめますしめますしめます！！！！ 

もちろん、テニスの合宿も充実しています。新一年生を迎える新歓合宿、最大のイベント夏合宿、仕切りの交代する秋合宿、そして

みんなサークルに馴染んできた中での春合宿、と特色特色特色特色のあるのあるのあるのある楽楽楽楽しいしいしいしい合宿合宿合宿合宿ばかりです。｢飽きる｣なんて言葉は皆無です！(^-^*)☆ミ 

また、月に一度は楽しい飲み会があります！ポルケの飲み会は参加が自由で、飲飲飲飲めないめないめないめない人人人人にににに飲飲飲飲ませるようなことはしませんませるようなことはしませんませるようなことはしませんませるようなことはしません！！！！だ

から、自分自分自分自分にににに合合合合ったったったった調子調子調子調子でででで飲めるのです。自分自分自分自分にににに合合合合ったったったったペースペースペースペースででででサークルサークルサークルサークルをををを楽楽楽楽しんでみてくださいしんでみてくださいしんでみてくださいしんでみてください！！！！ (ヾ〃^∇^)ノ♪    
☆☆☆☆ポルケピックポルケピックポルケピックポルケピックのののの年間行事予定年間行事予定年間行事予定年間行事予定☆☆☆☆ 

 

新歓コンパ

総会

新歓合宿

バーベキュー

早慶野球戦観戦

ボーリング大会

新早連春季団体戦

学年会

納会

海企画

新早連チーム戦

夏合宿

学年合宿

夏ATEC

サークル対抗戦

秋合宿

新生ポルケ企画

新早連秋季団体戦

バスケット大会

早慶ラグビー戦観戦

クリスマスパーティ

忘年会

サッカー大会

新年会

新早連個人戦

スキー合宿

部内戦

春合宿

サークル対抗戦

春ＡＴＥＣ

追いコン

花見

 ポルケ2部復帰なるか!?　手に汗握る白熱したテニスの試合です！

 前期テストが無事終了したってことで、テストのフラストレーションを放出しましょう！

 同じ学年同士交流を深めていこう、その１！自分たちでイベントを企画してみよう♪

 新早連とは違う団体との対抗戦です。たくさん試合ができて、確実にレベルアップ！

 ポルケに入会するための集会です。ただし、総会以後でもポルケに入れます！

 早慶伝統の戦いを観戦しましょう！ハンカチ王子も出るかも！？

 マジに勝負するもよし！ウケを狙いにいくもよし！とにかく楽しくストライクを狙っていきましょう。

 今年度初の新入生を迎えての合宿です。朝から晩までとても盛り上がります！

 川沿いのキャンプ場でバーベキューを楽しみます！川遊びも楽しいよ♪

 お世話になった卒業生たちを、感謝の気持ちをこめて盛大に送り出します。

 春ならばお花見！花見酒を飲みながら、のんびりゆっくり大騒ぎ！？

 夏に引き続き、春にもＡＴＥＣがあります。他のサークルの友達が倍増！？

4444月月月月

5555月月月月

7777月月月月

 ポルケと一番仲良しのサークルと勝負します！お互いのサークルの雰囲気が全然違うから楽しい♪

8888月月月月

9999月月月月

 ポルケの練習以外の一面を見に来てください。雰囲気を知ってもらうための飲み会です。

 ビーチバレー、砂のお城作り、水泳と夏を満喫できること間違いなし！

 仲良くなった友達と試合に参加してみましょう！実力を試す良いチャンスです。

6666月月月月

 ９月の対抗戦で闘ったサークルと再戦！？お互い実力を高めあいましょう。

12121212月月月月

1111月月月月

2222月月月月

3333月月月月

 忘年会があるならば、新年会も当然あります。本年もよろしくお願いします。

 団体戦ではないので誰でも参加自由！1年間の練習成果を出し切っちゃいましょう。

 スキーにスノボに温泉に…。冬の全てを楽しみましょう。滑なくても丁寧に教えちゃいます☆

 ポルケ内でのNo.1を決める戦いです。先輩後輩の仁義なきガチ勝負…。

 ポルケの今年度最後の合宿！今年も伝説、神話が生まれました。

 去年あった悪いことは全部忘れて、ポルケの楽しい思い出だけを来年に持ち越しましょ♪

 ｢年明けはサッカー！｣　これがポルケ流。寒さを吹き飛ばし運動しましょう。

 おしゃれにドレスアップして、お酒を飲みましょ。プレゼント交換・ビンゴ大会があります。

 肝試しや花火など、日替わりで楽しいイベントがあります！思い出に残る楽しいポルケ最大の合宿

 同じ学年同士交流を深めていこう、その２！各学年での合宿です。

10101010月月月月

11111111月月月月
意外なバスケキャラがいるかもしれない。バスケ好きはみんな集合！！

 去年はラクーアへ遊びに行きました。今年は何処へ？

 6月で2部復帰を果たしているはずのポルケは、1部昇格を狙いに行きます！

 伝統の一戦2ラウンド！例年通り圧勝か！？

 役職が下の代に引き継がれます。スピーチや3年生 VS 2年生の役職対抗戦があります。

 

テ
ニ
ス
に
注
目
！ 



☆☆☆☆ラケットツアーラケットツアーラケットツアーラケットツアー☆☆☆☆    
 ポルケでは、練習のときにラケットを持っていない人にラケットを貸し出しています。ですが、自分に合ったマイラケットで練習した

方が、上達が早いことは言うまでもありません。そこで、ポルケではラケットラケットラケットラケットにににに詳詳詳詳しいしいしいしい先輩先輩先輩先輩たちとたちとたちとたちと行行行行くくくくラケットツアーラケットツアーラケットツアーラケットツアーというものを

企画しています！団体で買うので安く購入できるうえ、お店の人や先輩と一緒に探せば相性の良いラケットに巡りあえるよ。 

○○○○日時日時日時日時：：：：4444月月月月28282828日日日日((((土土土土))))のののの総会総会総会総会とととと総会飲総会飲総会飲総会飲みのみのみのみの間間間間のののの時間時間時間時間    
(もし、その日が忙しければ先輩に相談してください。練習後にいつでもラケットツアーを開いちゃいます！) 
 

    

☆☆☆☆新歓合宿新歓合宿新歓合宿新歓合宿☆☆☆☆    
新歓合宿を下記の日程で行います。｢いきなり合宿なの？｣と驚いているあなた！そのとおり、いきなり合宿なのです!!新入生にとって

大学に入って初めての合宿になりますね！この新歓合宿で、朝から晩までテニスに飲み会と騒いで盛り上がりましょう♪絶対楽しい合宿

になること請け合いです！毎年、この合宿で｢ポルケに決めた！｣っていう子が大勢います☆(^o^)丿 

 ○○○○日程日程日程日程…………5555月月月月5555日日日日((((土土土土))))～～～～6666日日日日((((日日日日)))) 費用…15000円 

 宿泊先…民宿｢金八｣(｢キンパチ｣ではなく｢カネハチ｣って読むんだよ。)  
 住所…山梨県南都留郡山中湖村平野2021 TEL：0555－65－8811 

 集合時間集合時間集合時間集合時間…………8:8:8:8:00 00 00 00 集合場所集合場所集合場所集合場所…………新宿西口新宿西口新宿西口新宿西口スバルビルスバルビルスバルビルスバルビル前前前前((((当日当日当日当日はははは先輩先輩先輩先輩がががが西口西口西口西口にににに居居居居るからるからるからるから安心安心安心安心してねしてねしてねしてね♪♪♪♪))))    

帰帰帰帰りにりにりにりに東京東京東京東京にににに到着到着到着到着するするするする時間時間時間時間…………6666日日日日19:00 (19:00 (19:00 (19:00 (道道道道のののの混混混混みみみみ具合次第具合次第具合次第具合次第))))    解散場所解散場所解散場所解散場所…………新宿西口新宿西口新宿西口新宿西口スバルビルスバルビルスバルビルスバルビル前前前前    
※集合場所がわからなかったら、JR新宿駅西口改札を出てから、先輩に連絡ください！迎えに行きますよ☆ 

☆☆☆☆おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先☆☆☆☆    
 何か質問があったり、わからないことがあったら、ぜひ男女を問わずポルケのメンバーに連絡をください。懇切丁寧にポルケのこと、

大学生活のことなど様々なことに対応します！サークルに来るのが不安な子が毎年いますが、そういうときこそ、先輩とのコミュニケー

ションは大切ですよ♪ 

役職       氏名     (ﾌﾘｶﾞﾅ)       大学or学科      連絡先 

【幹事長】 桂田 悠一郎  (ｶﾂﾗﾀﾞﾕｳｲﾁﾛｳ)     機械     080-6629-6908  

yuichiro.12@ezweb.ne.jp 

【副幹事長】  榊原 章文  (ｻｶｷﾊﾞﾗｱｷﾌﾐ)     物質開発   090-4944-4827  

tomorrow_is_another_day.-1.21@docomo.ne.jp 

【プレマネ】  山内 聡    (ﾔﾏｳﾁｻﾄｼ)         機械    090-6949-5280 

a-c-e-f-g-h-k-p-r-t.s-y_1231@docomo.ne.jp 

          若林 優樹  (ﾜｶﾊﾞﾔｼﾕｳｷ)    電気情報生命 080-5062-3835 

                                                   wakabayashiyuki@ezweb.ne.jp 

【渉外】  樋口 太祐  (ﾋｸﾞﾁﾀﾞｲｽｹ)        ＣＳ     090-6132-7676 

                                                   dai19861204@ezweb.ne.jp 

【会計】    永野 佑     (ﾅｶﾞﾉﾕｳ)        応用化学   090-7230-8102 

 

            川辺 治樹  (ｶﾜﾍﾞﾊﾙｷ)     機械   090-2031-8261 

                                                 ja.ich-bin-staub@ezweb.ne.jp 

【広報】   古賀 翔平  (ｺｶﾞｼｮｳﾍｲ)         ＣＳ     090-7711-4129 

                         l-.-ll-.-k--look_for_a_mistake@docomo.ne.jp   

      西本 真也   (ﾆｼﾓﾄｼﾝﾔ)         機械     090-8285-8260 

                        t.y.f.m.-end-dawn.2@ezweb.ne.jp  

【新早連委員】伊藤 淳之介 (ｲﾄｳｼﾞｭﾝﾉｽｹ)    社会環境   090-7285-0077  

ito.junnosuke.1986@docomo.ne.jp 

 
         朝野 紗貴子   (ｱｻﾉｻｷｺ)   共立女子大 twinkled_strawberry8.do.bitter@docomo.ne.jp 

              土本 菜生   (ﾂﾁﾓﾄﾅｵ)      日本女子大 nyaojypoppy@docomo.ne.jp 

              虎田 佳織    (ﾄﾗﾀｶｵﾘ)   昭和女子大  the-power-0f-smile.tora@softbank.ne.jp 

       渡辺 明香  (ﾜﾀﾅﾍﾞﾊﾙｶ)     東京家政大 oneself.way.of.life-a24b14@docomo.ne.jp 
女の子は他にも、大妻女子大、淑徳短大、学習院女子大、など多数の大学から幅ひろ～く在籍しています。大学が違っても、とっても仲

良しになれるよ☆ヾ(*^▽゜) 


