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 1組
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 4 学関西   511 西行　仁美          ｻｲｷﾞｮｳ ﾋﾄﾐ          京都教育大          大4         

 5 学関東   198 宇野　蒼生          ｳﾉ ｱｵｲ              千葉大              大1         

 6 学北部   849 河本　野恵          ｶﾜﾓﾄ ﾉｴ             北海道大            大3         
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 2組
 1

 2 学北部   870 島田　宥子          ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ            秋田大              大3         

 3 学関西   512 山下　雅代          ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖ            京都教育大          大2         

 4 学関東    79 河村　美波          ｶﾜﾑﾗ ﾐﾅﾐ            首都大              大3         

 5 学北部   855 澁谷紗也華          ｼﾌﾞﾔ ｻﾔｶ            北海道大            大1         

 6 学北部   869 津谷明香里          ﾂﾔ ｱｶﾘ              秋田大              大4         

 7 学関東   194 谷内　　渓          ﾔﾅｲ ｹｲ              千葉大              大3         

 8 学関西   526 小林　晏奈          ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ           滋賀大              大3         

 9 学関西   422 永田　怜菜          ﾅｶﾞﾀ ﾚﾅ             大阪大              大4         

 3組
 1 学関西   541 山之内志穂          ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾎ            大阪府立大          大2         

 2 学北部   904 山田　悠衣          ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ             岩手県立大          大1         

 3 学関東    14 熊﨑　美和          ｸﾏｻﾞｷ ﾐﾜ            東京学芸大          大4         

 4 学九州   793 知念　七星          ﾁﾈﾝ ﾅﾅｾ             名桜大              大4         

 5 学中部   319 大内　優季          ｵｵｳﾁ ﾕｳｷ            愛知教育大          大4         

 6 学中国   617 家頭　　慈          ﾔｶﾞｼﾗ ﾒｸﾞﾐ          広島大              大4         

 7 学九州   721 姫嶋　真実          ﾋﾒｼﾏ ﾏﾐ             大分大              大3         

 8 学中国   658 中村栞緒里          ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ            高知県立大          大2         

 9 学関西   510 小谷　彩華          ｺﾀﾆ ｱﾔｶ             京都教育大          大4         

 4組
 1 学九州   723 西村　花菜          ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ             大分大              大1         

 2 学関東    12 松尾　仁実          ﾏﾂｵ ｻﾄﾐ             東京学芸大          大4 棄権

 3 学中部   318 山内万里乃          ﾔﾏｳﾁ ﾏﾘﾉ            愛知教育大          大4         

 4 学関東    16 難波　颯紀          ﾅﾝﾊﾞ ｻｷ             東京学芸大          大2         

 5 学関西   396 中原　優希          ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ            大阪教育大          大3         

 6 学九州   772 早水柚香子          ﾊﾔﾐ ﾕｶｺ             鹿屋体育大          大4         

 7 学中部   324 市野　梨名          ｲﾁﾉ ﾘﾅ              愛知教育大          大1         

 8 学中部   307 福崎　愛恵          ﾌｸｻﾞｷ ﾏﾅｴ           三重大              大3         

 9 学中国   656 大野　優月          ｵｵﾉ ﾕﾂﾞｷ            県立広島大          大2         

 5組
 1 学関東   238 掛川　七海          ｶｹｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ           群馬大              大4         

 2 学北部   897 吉田　悠花          ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ            北海道教育大        大2         

 3 学九州   794 佐藤　真子          ｻﾄｳ ﾏｺ              名桜大              大2         

 4 学九州   693 牛島　　楓          ｳｼｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ          九州大              大1         

 5 学関東   145 齋藤ゆり子          ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ            筑波大              大3         

 6 学中国   595 舩越　香帆          ﾌﾅｺｼ ｶﾎ             岡山大              大4         

 7 学中部   378 捧　真理加          ｻｻｹﾞ ﾏﾘｶ            新潟大              大1         

 8 学九州   701 別府　佐紀          ﾍﾞｯﾌﾟ ｻｷ            長崎大              大1         

 9 学中国   558 真鍋　文那          ﾏﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ            徳島大              大3         


