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

 5 学北部   875 髙岡　由貴          ﾀｶｵｶ ﾕｷ             秋田大              大1         

 6 学関東   107 櫻井　結衣          ｻｸﾗｲ ﾕｲ             東京大              大2         
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 2組
 1

 2 学関西   423 谷口　真布          ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾎ            大阪大              大3         

 3 学中国   619 金﨑　遥香          ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ           広島大              大2         

 4 学関西   527 田畑　　佑          ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ             滋賀大              大3         

 5 学関西   509 丸橋　未来          ﾏﾙﾊｼ ﾐｷ             京都教育大          大4         

 6 学中国   653 大﨑　優香          ｵｵｻｷ ﾕｳｶ            山口大              大1         

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

 8 学北部   850 水越　子音          ﾐｽﾞｺｼ ﾈﾈ            北海道大            大2         

 9 学中部   273 大江　充紀          ｵｵｴ ﾐｷ              名古屋大            大2         

 3組
 1 学中部   269 杉浦　可奈          ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅ            名古屋大            大3         

 2 学関東   251 高樋　　夢          ﾀｶﾋ ﾕﾒ              宇都宮大            大3         

 3 学中国   569 車谷　勇奈          ｸﾙﾏﾀﾆ ｲｻﾅ           愛媛大              大2         

 4 学中部   374 阿久津光穂          ｱｸﾂ ﾐﾎ              新潟大              大4         

 5 学関東    81 宮崎　千寛          ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾋﾛ           首都大              大3         

 6 学中部   291 小島　莉緒          ｺｼﾞﾏ ﾘｵ             岐阜大              大3         

 7 学関東   108 浜辺美佳子          ﾊﾏﾍﾞ ﾐｶｺ            東京大              大1         

 8 学北部   886 中村美智子          ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ            弘前大              大3         

 9 学中部   377 岡本　優美          ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾐ            新潟大              大2         

 4組
 1 学中部   290 帰山　　愛          ｶｴﾘﾔﾏ ｱｲ            岐阜大              大4         

 2 学九州   795 嘉手納夏海          ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ            名桜大              大2         

 3 学関西   426 川西　彩加          ｶﾜﾆｼ ｱﾔｶ            大阪大              大1         

 4 学関東    18 髙濱美咲希          ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ            東京学芸大          大2         

 5 学関東   155 住岡　叶夢          ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ            筑波大              大1         

 6 学関東   148 髙橋　花帆          ﾀｶﾊｼ ｶﾎ             筑波大              大2         

 7 学九州   702 真栄城　蒼          ﾏｴｼﾛ ｱｵｲ            長崎大              大1         

 8 学九州   734 荻田　早希          ｵｷﾞﾀ ｻｷ             鹿児島大            大1         

 9 学関西   530 榮永帆乃香          ｴｲﾅｶﾞ ﾎﾉｶ           滋賀大              大1         

 5組
 1 学中部   293 椎木満里乃          ｼｲｷ ﾏﾘﾉ             岐阜大              大2         

 2 学関東   146 坂本みずき          ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ           筑波大              大3         

 3 学北部   890 福士　千陽          ﾌｸｼ ﾁﾋﾛ             弘前大              大1         

 4 学関西   546 福田　　瞳          ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ            神戸市立高専        大2         

 5 学関西   393 山本　映実          ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ            大阪教育大          大4         

 6 学九州   769 菅　晴瑠奈          ｽｶﾞ ﾊﾙﾅ             鹿屋体育大          大4         

 7 学関西   455 中山　尚美          ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ            神戸大              大3         

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

 9 学関西   395 宗利　侑香          ﾑﾈﾄｼ ﾕｳｶ            大阪教育大          大3         
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 6組
 1 学関西   515 竹田　　碧          ﾀｹﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ           京都教育大          大1         

 2 学中部   361 岩原今日子          ｲﾜﾊﾗ ｷｮｳｺ           信州大              大3         

 3 学関西   424 佐保　愛恵          ｻﾎ ﾏﾅｴ              大阪大              大3         

 4 学中部   322 小久保紗由佳        ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ            愛知教育大          大2         

 5 学九州   773 石原　愛由          ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ             鹿屋体育大          大3         

 6 学九州   771 牟田　絢香          ﾑﾀ ｱﾔｶ              鹿屋体育大          大4         

 7 学関東    15 船木　菜々          ﾌﾅｷ ﾅﾅ              東京学芸大          大3         

 8 学北部   830 出口　美桜          ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵ            山形大              大1         

 9 学関東   113 大迫　菜月          ｵｵｻｺ ﾅﾂｷ            東京農工大          大2         


