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 1組
 1

 2 学関東   173 中山　史歩          ﾅｶﾔﾏ ｼﾎ             東京海洋大          大2         

 3 学関東   222 秋山　星佳          ｱｷﾔﾏ ｾｲｶ            東京工業大          大2         

 4 学関西   539 沖見　優衣          ｵｷﾐ ﾕｲ              大阪府立大          大3         

 5 学関西   501 石塚　里沙          ｲｼﾂﾞｶ ﾘｻ            京都大              大4         

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

 7 学中国   632 井上真莉奈          ｲﾉｳｴ ﾏﾘﾅ            高知大              大3         

 8 学九州   724 山下　智美          ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐ            大分大              大1         

 9 学関東   242 鷲見さくら          ｽﾐ ｻｸﾗ              群馬大              大2         

 2組
 1 学九州   739 漆間　美季          ｳﾙﾏ ﾐｷ              宮崎大              大2         

 2 学九州   722 鳥越　　星          ﾄﾘｺﾞｴ ｱｶﾘ           大分大              大2         

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

 4 学関東   223 渡辺こころ          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ           東京工業大          大1         

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

 6 学関東   114 池田　　緑          ｲｹﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ           お茶の水女大        大3         

 7 学関東   230 佐藤　　瞳          ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ             茨城大              大1         

 8 学九州   690 鳥居　美央          ﾄﾘｲ ﾐｵ              九州大              大3         

 9 学九州   733 竹野日奈子          ﾀｹﾉ ﾋﾅｺ             鹿児島大            大2         

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

 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 学関西   553 佐藤　舞実          ｻﾄｳ ﾏｲﾐ             和歌山県医大        大2         

 4 学関西   437 森川　愛友          ﾓﾘｶﾜ ﾏﾕ             大阪市立大          大2         

 5 学九州   745 川口　七海          ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ           琉球大              大3         

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

 7 学関西   479 園部　美季          ｿﾉﾍﾞ ﾐｷ             和歌山大            大2         

 8 学中国   566 入江　佳子          ｲﾘｴ ｶｺ              愛媛大              大3         

 9 学関東   238 掛川　七海          ｶｹｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ           群馬大              大4         

 4組
 1 学中国   636 川森　有紗          ｶﾜﾓﾘ ｱﾘｻ            海上保安大学校      大2         

 2 学関西   466 川端　悠郁          ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ            京都工繊大          大3         

 3 学北部   820 高橋　晴香          ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ            小樽商科大          大2         

 4 学中国   631 堀川　菜央          ﾎﾘｶﾜ ﾅｵ             高知大              大3         

 5 学関西   515 竹田　　碧          ﾀｹﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ           京都教育大          大1         

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

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

 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   308 森田　夏未          ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ             名市大              大1         

 5組
 1 学関東   194 谷内　　渓          ﾔﾅｲ ｹｲ              千葉大              大3         

 2 学関東   170 松本　実希          ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ             東京海洋大          大4         

 3 学北部   860 佐藤　　萌          ｻﾄｳ ﾒｸﾞ             岩手大              大1         

 4 学関西   543 山本　　咲          ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ             奈良女子大          大4         

 5 学北部   853 塘　　安奈          ﾄﾓ ｱﾝﾅ              北海道大            大2         

 6 学中国   621 大曲　可倫          ｵｵﾏｶﾞﾘ ｶﾘﾝ          水産大学校          大1         

 7 学中国   664 浜田　美紀          ﾊﾏﾀﾞ ﾐｷ             高知工科大          大3         

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

 9 学関東   243 原　　未羽          ﾊﾗ ﾐｳ               群馬大              大1         
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 6組
 1 学中部   350 宮脇　里奈          ﾐﾔﾜｷ ﾘﾅ             富山大              大3         

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

 3 学中部   353 飴井千佳乃          ｱﾒｲ ﾁｶﾉ             富山大              大2         

 4 学関西   507 松岡　珠美          ﾏﾂｵｶ ﾀﾏﾐ            京都大              大1         

 5 学九州   746 比嘉　悠里          ﾋｶﾞ ﾕｳﾘ             琉球大              大1         

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

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

 8 学中部   362 紙透はるか          ｶﾐｽｷ ﾊﾙｶ            信州大              大1         

 9 学中部   342 吉田　千晶          ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ            金沢大              大2         

 7組
 1 学中部   290 帰山　　愛          ｶｴﾘﾔﾏ ｱｲ            岐阜大              大4         

 2 学中部   271 古川　嘉純          ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾐ            名古屋大            大1         

 3 学中部   346 今中　千秋          ｲﾏﾅｶ ﾁｱｷ            福井大              大3         

 4 学中部   363 藤井　朱瑞          ﾌｼﾞｲ ｽｽﾞ            信州大              大2         

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

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

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

 8 学北部   818 菊地　琴絵          ｷｸﾁ ｺﾄｴ             小樽商科大          大4         

 9 学関東   120 矢野　未來          ﾔﾉ ﾐｷ               一橋大              大4         

 8組
 1 学中国   637 坂井　志保          ｻｶｲ ｼﾎ              海上保安大学校      大1         

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

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

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

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

 6 学九州   771 牟田　絢香          ﾑﾀ ｱﾔｶ              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 学北部   830 出口　美桜          ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵ            山形大              大1         

 9 学関西   395 宗利　侑香          ﾑﾈﾄｼ ﾕｳｶ            大阪教育大          大3         

 9組
 1 学北部   887 櫻庭　　碧          ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ          弘前大              大2         

 2 学中国   565 細谷　千夏          ﾎｿﾀﾆ ﾁﾅﾂ            愛媛大              大3         

 3 学中部   361 岩原今日子          ｲﾜﾊﾗ ｷｮｳｺ           信州大              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 学関東   151 岸本　梨沙          ｷｼﾓﾄ ﾘｻ             筑波大              大2         

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

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

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

 9 学北部   797 佐藤　可苗          ｻﾄｳ ｶﾅｴ             青森公立大          大1         

10組
 1 学関東   113 大迫　菜月          ｵｵｻｺ ﾅﾂｷ            東京農工大          大2         

 2 学北部   873 清水　紗英          ｼﾐｽﾞ ｻｱｴ            秋田大              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   399 阪口　青空          ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ         大阪教育大          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   768 竹林　愛花          ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ          鹿屋体育大          大4         

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

 8 学関東    13 石本　綾音          ｲｼﾓﾄ ｱﾔﾈ            東京学芸大          大4         

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


