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氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
1組

田中真理子 ﾀﾅｶ ﾏﾘｺ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ
宮崎　稚葉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾊﾞ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ
瀧口　　純 ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾔ 鹿児島大 ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ
岡本　悠里 ｵｶﾓﾄ ﾕﾘ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
佐藤　綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
冨田　愛美 ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 長崎大 ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ
福岡　当紗 ﾌｸｵｶ ﾏｻ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
古賀　久恵 ｺｶﾞ ﾋｻｴ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ

2組 長田　昌子 ｵｻﾀﾞ ﾏｻｺ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
松下　沙紀 ﾏﾂｼﾀ ｻｷ 長崎大 ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ
武田あかね ﾀｹﾀﾞ ｱｶﾈ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
古田　理郁 ﾌﾙﾀ ﾘｶ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
竹下　千尋 ﾀｹｼﾀ ﾁﾋﾛ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
山田　安珠 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
中川さつき ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾂｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
上田万里奈 ｳｴﾀﾞ ﾏﾘﾅ 奈良教育大 ﾅﾗｷｮｳﾀﾞｲ
小林　綾夏 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 名古屋市立大 ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ
佐藤　　茜 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ

3組 三上亜沙美 ﾐｶﾐ ｱｻﾐ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ
日高　智美 ﾋﾀﾞｶ ﾄﾓﾐ 九州大 ｷｭｳｼｭｳﾀﾞ
岩田ひかる ｲﾜﾀ ﾋｶﾙ 横浜国立大 ﾖｺｺｸﾀﾞｲ
佐藤　千紘 ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 岩手県立大 ｲﾜﾃｹﾝﾘﾂ
伊藤　鮎香 ｲﾄｳ ｱﾕｶ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
加藤沙百合 ｶﾄｳ ｻﾕﾘ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
宮内菜奈子 ﾐﾔｳﾁ ﾅﾅｺ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
田邊　礼佳 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 大阪市立大 ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞ
狩俣　菜緒 ｶﾘﾏﾀ ﾅｵ 高崎経済大 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ
糟谷　詩織 ｶｽﾔ ｼｵﾘ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ

4組 菊池　　瞳 ｷｸﾁ ﾋﾄﾐ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
御代田花奈 ﾐﾖﾀ ｶﾅ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
平賀みさき ﾋﾗｶ ﾐｻｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
白石　恵理 ｼﾗｲｼ ｴﾘ 北九州市立大 ｷﾀｷｭｳﾀﾞｲ
渡邊有希子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
岩田　博子 ｲﾜﾀ ﾋﾛｺ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
黒木　崇子 ｸﾛｷ ﾀｶｺ 佐賀大 ｻｶﾞﾀﾞｲ
國井　美里 ｸﾆｲ ﾐｻﾄ 山形大 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ
長村　呼夏 ﾅｶﾞﾑﾗ ｺﾅﾂ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
新井　美優 ｱﾗｲ ﾐﾕ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
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9 学中部 280 大3

10 学関東 14 大1

7 学九州 661 大6

8 学北部 778 大3

5 学関西 313 大1

6 学中部 233 大3

3 学九州 713 大3

4 学九州 729 大4

1 学関東 115 大3

2 学中部 286 大1

9 学関東 169 大2

10 学関西 334 大1

7 学関東 79 大2

8 学関西 351 大1

5 学九州 725 大1

6 学関東 9 大2

3 学関東 32 大4

4 学北部 823 大1

1 学北部 820 大1

2 学九州 610 大3

9 学中部 223 大2

10 学中部 208 大1

7 学関西 311 大1

8 学関西 414 大4

5 学中国 508 大2

6 学九州 746 大1

3 学中国 463 大2

4 学中部 234 大2

1 学関東 82 大3

2 学九州 618 大4

9 学九州 740 大2

10

7 学九州 619 大2

8 学関西 405 大3

5 学関西 309 大2

6 学中部 206 大3

3 学北部 818 大2

4 学九州 671 大4

1

2 学北部 791 大2
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