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 3 学北部   852 落合　彩月          ｵﾁｱｲ ｻﾂｷ            北海道大            大2         

 4 学九州   703 竹田　有紀          ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ             長崎大              大1         

 5 学中国   596 尾道　仁美          ｵﾉﾐﾁ ﾋﾄﾐ            岡山大              大3         

 6 学中部   270 森井　南美          ﾓﾘｲ ﾐﾅﾐ             名古屋大            大3         

 7 学北部   851 長濱　梨香          ﾅｶﾞﾊﾏ ﾘｺ            北海道大            大3         

 8 学中国   651 黒川真衣子          ｸﾛｶﾜ ﾏｲｺ            山口大              大3         
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 2組
 1 学関東   199 志田　実優          ｼﾀﾞ ﾐﾕ              千葉大              大1         

 2 学関東    83 山田　瑞紀          ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ           首都大              大2         

 3 学九州   700 東　　茉由          ﾋｶﾞｼ ﾏﾕ             長崎大              大3         

 4 学九州   709 中川　　瞳          ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ           熊本大              大4 棄権

 5 学九州   782 藤坂　侑実          ﾌｼﾞｻｶ ﾕﾐ            鹿屋体育大          大1         

 6 学関東    21 奥田　梨乃          ｵｸﾀﾞ ﾘﾉ             東京学芸大          大1         

 7 学関東   240 武田　千穂          ﾀｹﾀﾞ ﾁﾎ             群馬大              大2         

 8 学関東    19 佐藤　綾花          ｻﾄｳ ｱﾔｶ             東京学芸大          大1         

 9 学九州   699 工藤　亮子          ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳｺ           長崎大              大3         

 3組
 1 学関東    86 原　　珠実          ﾊﾗ ﾀﾏﾐ              首都大              大1         

 2 学中部   347 湯沢　未希          ﾕｻﾞﾜ ﾐｷ             福井大              大2         

 3 学関東    20 小山　　薫          ｵﾔﾏ ｶｵﾙ             東京学芸大          大1         

 4 学関西   524 千葉日香梨          ﾁﾊﾞ ﾋｶﾘ             滋賀大              大4         

 5 学中国   599 三島　優花          ﾐｼﾏ ﾕｳｶ             岡山大              大1         

 6 学関東   115 松本　　萌          ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ             お茶の水女大        大2         

 7 学北部   812 横山　有花          ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｶ            東北大              大1         

 8 学関西   481 荒木　　玲          ｱﾗｷ ﾚｲ              和歌山大            大1         

 9 学関西   551 山本　莉央          ﾔﾏﾓﾄ ﾘｵ             兵庫県立大          大3         

 4組
 1 学関東   120 矢野　未來          ﾔﾉ ﾐｷ               一橋大              大4         

 2 学関東   111 西村香帆子          ﾆｼﾑﾗ ｶﾎｺ            東京農工大          大2         

 3 学中部   354 晴柀　　茜          ﾊﾚﾏｷ ｱｶﾈ            富山大              大1         

 4 学北部   854 佐藤　　樹          ｻﾄｳ ｲﾂｷ             北海道大            大2         

 5 学関東   156 赤石　咲乃          ｱｶｲｼ ｻｷﾉ            筑波大              大1         

 6 学中部   339 小林　光里          ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ           金沢大              大3         

 7 学北部   903 菊池　春咲          ｷｸﾁ ﾊﾙｻ             岩手県立大          大1         

 8 学関東   181 佐々木彩子          ｻｻｷ ｱﾔｺ             東京外国語大        大3         

 9 学九州   792 白井　朋高          ｼﾗｲ ﾎﾀｶ             名桜大              大4         

 5組
 1 学関東   105 吉元　　碧          ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ            東京大              大2         

 2 学中国   620 長尾　海香          ﾅｶﾞｵ ﾐｶ             広島大              大1         

 3 学北部   829 深瀬　理子          ﾌｶｾ ﾘｺ              山形大              大2         

 4 学北部   831 會田　莉子          ｱｲﾀ ﾘｺ              山形大              大1         

 5 学関東   152 岸　　愛弓          ｷｼ ｱﾕﾐ              筑波大              大2         

 6 学九州   776 五十嵐陽美          ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ           鹿屋体育大          大2         

 7 学九州   796 西原　綾香          ﾆｼﾊﾗ ｱﾔｶ            名桜大              大1         

 8 学関西   502 菊池　鮎子          ｷｸﾁ ｱﾕｺ             京都大              大3         

 9 学関東    80 吉田　朱里          ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ            首都大              大3         


