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 1組
 1

 2 学関東   195 丹野かおり          ﾀﾝﾉ ｶｵﾘ             千葉大              大3         

 3 学関東   107 櫻井　結衣          ｻｸﾗｲ ﾕｲ             東京大              大2         

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

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

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

 7 学関西   453 藤田このむ          ﾌｼﾞﾀ ｺﾉﾑ            神戸大              大4         

 8 学関西   421 築出ちなみ          ﾂｸﾃﾞ ﾁﾅﾐ            大阪大              大4         

 9 学関東    78 酒井　真由          ｻｶｲ ﾏﾕ              首都大              大3         

 2組
 1 学中部   269 杉浦　可奈          ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅ            名古屋大            大3         

 2 学関西   514 河合　美優          ｶﾜｲ ﾐﾕｳ             京都教育大          大1         

 3 学関西   477 矢野　愛采          ﾔﾉ ﾅﾙｻ              和歌山大            大3         

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

 5 学関東   142 大西　綾香          ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ            筑波大              大4         

 6 学関東   154 奥田　さわ          ｵｸﾀﾞ ｻﾜ             筑波大              大1         

 7 学関東   149 三栁　泉水          ﾐﾔﾅｷﾞ ｲｽﾞﾐ          筑波大              大2         

 8 学関東    85 星野　恵杜          ﾎｼﾉ ｹｲﾄ             首都大              大2         

 9 学関東   104 橋村　明実          ﾊｼﾑﾗ ｱｹﾐ            東京大              大2         

 3組
 1 学関西   511 西行　仁美          ｻｲｷﾞｮｳ ﾋﾄﾐ          京都教育大          大4         

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

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

 4 学中部   323 伊藤　智美          ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ             愛知教育大          大1         

 5 学北部   889 澤田　有里          ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ             弘前大              大2         

 6 学九州   778 鳥居　真世          ﾄﾘｲ ﾏﾖ              鹿屋体育大          大2         

 7 学中部   321 水谷　華奈          ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ            愛知教育大          大2         

 8 学中部   293 椎木満里乃          ｼｲｷ ﾏﾘﾉ             岐阜大              大2         

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

 4組
 1 学関西   425 増地　明花          ﾏｽｼﾞ ﾊﾙｶ            大阪大              大2         

 2 学関東    49 宮本かれん          ﾐﾔﾓﾄ ｶﾚﾝ            横浜国立大          大3         

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

 4 学九州   780 川﨑　　碧          ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ           鹿屋体育大          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 学関西   397 赤嶺　梨緒          ｱｶﾐﾈ ﾘｵ             大阪教育大          大2         

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

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

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


