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大会記録  2:02.28

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

山下　奈実 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾐ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
堀内　美希 ﾎﾘｳﾁ ﾐｷ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
篠原　愛海 ｼﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ

2組 高須　陽子 ﾀｶｽ ﾖｳｺ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
中谷　貴菜 ﾅｶﾀﾆ ﾀｶﾅ 名古屋市立大 ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ
東　ひかる ﾋｶﾞｼ ﾋｶﾙ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
舘石　　夏 ﾀﾃｲｼ ﾅﾂ 山形大 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ
宮城沙耶子 ﾐﾔｷﾞ ｻﾔﾈ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
加藤　真実 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
辻　　綾子 ﾂｼﾞ ｱﾔｺ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ
田中　梨香 ﾀﾅｶ ﾘｶ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
長野　愛矢 ﾅｶﾞﾉ ｱﾔ 名古屋市立大 ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ
昼田　智子 ﾋﾙﾀ ﾄﾓｺ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ

3組 櫻井　静香 ｻｸﾗｲ ｼｽﾞｶ 横浜市立大 ﾖｺｲﾁﾀﾞｲ
川原あかり ｶﾜﾊﾗ ｱｶﾘ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
篠原　有輝 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
戸羽洋良子 ﾄﾊﾞ ﾋﾛｺ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
則正茉奈果 ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
池谷　遥子 ｲｹﾔ ﾊﾙｺ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
松波　歩実 ﾏﾂﾅﾐ ｱﾕﾐ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
植木奈那子 ｳｴｷ ﾅﾅｺ 下関市立大 ｼﾓﾉｾｷｼﾀﾞ
國松保乃加 ｸﾆﾏﾂ ﾎﾉｶ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ
前田　優海 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾐ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ

4組 細木玲仁子 ﾎｿｷﾞ ﾚｲｺ 高知大 ｺｳﾁﾀﾞｲ
有川　絵莉 ｱﾘｶﾜ ｴﾘ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
藤坂　百恵 ﾌｼﾞｻｶ ﾓﾓｴ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
櫛田　夏織 ｸｼﾀﾞ ｶｵﾘ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
村中みいな ﾑﾗﾅｶ ﾐｲﾅ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
徳永明香理 ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾘ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
下倉　　葵 ｼﾀｸﾗ ｱｵｲ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
下地　成美 ｼﾓｼﾞ ﾅﾙﾐ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
宍戸　　萌 ｼｼﾄﾞ ﾓｴ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
小野奈津実 ｵﾉ ﾅﾂﾐ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ

5組 木幡　　愛 ｺﾊﾀ ｱｲ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
朝倉　優子 ｱｻｸﾗ ﾕｳｺ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
賀子　奈央 ｶｺﾞ ﾅｵ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
川島　優花 ｶﾜｼﾏ ﾕｶ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
前迫しおり ﾏｴｻｺ ｼｵﾘ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
増田愛美里 ﾏｽﾀﾞ ｴﾐﾘ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
我妻ひとみ ｱﾂﾞﾏ ﾋﾄﾐ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
髙橋　沙季 ﾀｶﾊｼ ｻｷ 福島大 ﾌｸｼﾏﾀﾞｲ
杉山　沙織 ｽｷﾞﾔﾏ ｻｵﾘ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
明日　　希 ﾇｸｲ ﾉｿﾞﾐ 山形大 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ
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9 学関西 307 大2

10 学北部 781 大1

7 学中部 287 大1

8 学北部 753 大2

5 学九州 714 大3

6 学九州 716 大3

3 学関西 332 大3

4 学関東 112 大4

1 学関東 83 大1

2 学中部 253 大3

9 学中部 284 大2

10 学中国 530 大4

7 学中部 281 大3

8 学九州 739 大3

5 学九州 727 大1

6 学関西 315 大1

3 学中国 531 大3

4 学関西 333 大1

1 学中国 559 大1

2 学九州 648 大1

9 学関東 157 大2

10 学関東 119 大1

7 学中部 239 大1

8 学中国 583 大1

5 学中国 511 大1

6 学中国 502 大4

3 学関西 305 大4

4 学中部 240 大1

1 学関東 22 大3

2 学関東 13 大1

9 学中部 219 大2

10 学関西 408 大2

7 学北部 817 大3

8 学関東 80 大3

5 学九州 744 大1

6 学中部 207 大2

3 学九州 645 大2

4 学北部 779 大3

1 学中部 237 大2

2 学中部 221 大3

9

10

7

8

5 学関東 114 大4

6 学関東 78 大3

3

4 学九州 643 大4

1

2
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