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 4 学関西   420 米澤　晴香          ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙｶ           大阪大              大4         

 5 学関東    82 岸上佳保里          ｷｼｶﾞﾐ ｶﾎﾘ           首都大              大2         

 6 学関西   525 新　　愛弓          ｱﾀﾗｼ ｱﾕﾐ            滋賀大              大3         
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 2組
 1 学北部   876 加藤　礼奈          ｶﾄｳ ﾚｲﾅ             秋田大              大1         

 2 学関西   427 長村真由子          ｵｻﾑﾗ ﾏﾕｺ            大阪大              大1         

 3 学北部   874 松田　朝妃          ﾏﾂﾀﾞ ｱｻﾋ            秋田大              大2         

 4 学北部   859 川上　紗希          ｶﾜｶﾐ ｻｷ             岩手大              大2         

 5 学関西   528 杉本　帆南          ｽｷﾞﾓﾄ ﾎﾅﾐ           滋賀大              大2         

 6 学関西   458 下奥　鈴佳          ｼﾓｵｸ ｽｽﾞｶ           神戸大              大1         

 7 学中国   650 佐藤　綾夏          ｻﾄｳ ｱﾔｶ             山口大              大3         

 8 学北部   885 田中　　薫          ﾀﾅｶ ｶｵﾙ             弘前大              大4         

 9 学中部   272 加藤　愛弓          ｶﾄｳ ｱﾕﾐ             名古屋大            大3         

 3組
 1 学関西   475 竹田　裕貴          ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ             和歌山大            大4         

 2 学九州   676 堀上　知里          ﾎﾘｶﾐ ﾁｻﾄ            福岡教育大          大2         

 3 学関西   513 山本みこと          ﾔﾏﾓﾄ ﾐｺﾄ            京都教育大          大2         

 4 学関東    35 秋山　麗奈          ｱｷﾔﾏ ﾚｲﾅ            横浜市立大          大3         

 5 学九州   779 山口　藍李          ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ           鹿屋体育大          大2         

 6 学関西   399 阪口　青空          ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ         大阪教育大          大2         

 7 学北部   848 坂田　里緒          ｻｶﾀ ﾘｵ              北海道大            大2         

 8 学関西   548 臼田　妃那          ｳｽﾀﾞ ﾋﾅ             神戸市立高専        大1         

 9 学北部   888 山本　真由          ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ             弘前大              大3         

 4組
 1 学北部   853 塘　　安奈          ﾄﾓ ｱﾝﾅ              北海道大            大2         

 2 学中部   288 大井　真菜          ｵｵｲ ﾏﾅ              岐阜大              大4         

 3 学関西   456 中川　優花          ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ           神戸大              大1         

 4 学中部   376 延岡みなみ          ﾉﾌﾞｵｶ ﾐﾅﾐ           新潟大              大3         

 5 学関東   153 杉山　華彩          ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ            筑波大              大1         

 6 学九州   774 川崎　涼夏          ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ           鹿屋体育大          大3         

 7 学関東   196 竹内　　愛          ﾀｹｳﾁ ｱｲ             千葉大              大3         

 8 学関東   241 古瀬　水優          ﾌﾙｾ ﾐﾕｳ             群馬大              大2         

 9 学関東    66 高鳥　夏苗          ﾀｶﾄﾘ ｶﾅｴ            埼玉大              大2         

 5組
 1 学関東   106 嘉瀬　由真          ｶｾ ﾕﾏ               東京大              大2         

 2 学関東    17 生方みちか          ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｶ           東京学芸大          大2         

 3 学中国   570 森口　静香          ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ          愛媛大              大1         

 4 学関西   457 見浪　早紀          ﾐﾅﾐ ｻｷ              神戸大              大2         

 5 学関東   147 西脇　怜奈          ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ             筑波大              大3         

 6 学中部   375 五十嵐杏奈          ｲｶﾗｼ ｱﾝﾅ            新潟大              大4         

 7 学中部   366 犬飼茉莉亜          ｲﾇｶｲ ﾏﾘｱ            名古屋工業大        大3         

 8 学九州   719 田邉　瑛梨          ﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ             佐賀大              大1         

 9 学九州   747 金城和佳乃          ｷﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾉ          琉球大              大1         


