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 1組
 0 学中国   767 佐藤　綾夏          ｻﾄｳ ｱﾔｶ             山口大              大4         

 1 学北部   996 松田　朝妃          ﾏﾂﾀﾞ ｱｻﾋ            秋田大              大3         

 2 学関西   599 山本　梨紗          ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ             大阪府立大          大3         

 3 学関東   155 内山　　優          ｳﾁﾔﾏ ﾕｳ             一橋大              大2         

 4 学中国   717 山口　夏穂          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ           広島大              大1         

 5 学九州   866 若松　来夢          ﾜｶﾏﾂ ﾗｲﾑ            鹿児島大            大1         

 6 学中部   344 河合　　杏          ｶﾜｲ ｱﾝ              静岡大              大2         

 7 学関西   478 長村真由子          ｵｻﾑﾗ ﾏﾕｺ            大阪大              大2         

 8 学関西   532 粂田　愛梨          ｸﾒﾀ ｱｲﾘ             和歌山大            大2         

 9 学関東   100 岸上佳保里          ｷｼｶﾞﾐ ｶﾎﾘ           首都大              大3         

 2組
 0 学関西   565 山本みこと          ﾔﾏﾓﾄ ﾐｺﾄ            京都教育大          大3         

 1 学九州   792 堀上　知里          ﾎﾘｶﾐ ﾁｻﾄ            福岡教育大          大3         

 2 学関東    15 生方みちか          ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｶ           東京学芸大          大3         

 3 学関西   515 見浪　早紀          ﾐﾅﾐ ｻｷ              神戸大              大3         

 4 学九州   909 山口　藍李          ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ           鹿屋体育大          大3         

 5 学中部   368 後藤花菜子          ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ            愛知教育大          大1         

 6 学中部   351 柴田　賀代          ｼﾊﾞﾀ ｶﾖ             三重大              大2         

 7 学関西   514 中川　優花          ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ           神戸大              大2         

 8 学関東   269 會澤　　唯          ｱｲｻﾞﾜ ﾕｲ            茨城大              大1         

 9 学中国   652 真鍋　文那          ﾏﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ            徳島大              大4         

 3組
 0 学関東   127 嘉瀬　由真          ｶｾ ﾕﾏ               東京大              大3         

 1 学中部   420 犬飼茉莉亜          ｲﾇｶｲ ﾏﾘｱ            名古屋工業大        大4         

 2 学中国   665 森口　静香          ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ          愛媛大              大2         

 3 学関東   226 竹内　　愛          ﾀｹｳﾁ ｱｲ             千葉大              大4         

 4 学関東   181 西脇　怜奈          ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ             筑波大              大4         

 5 学関東   187 杉山　華彩          ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ            筑波大              大2         

 6 学中部   433 深谷　仁美          ﾌｶﾔ ﾋﾄﾐ             新潟大              大1         

 7 学北部   981 小西　陽奈          ｺﾆｼ ﾊﾙﾅ             北海道大            大1         

 8 学関東   104 宮武　珠希          ﾐﾔﾀｹ ﾀﾏｷ            首都大              大1         

 9 学中部   315 奥田紗矢香          ｵｸﾀﾞ ｻﾔｶ            名古屋大            大1         

 4組
 0 学関西   493 小林　陽奈          ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ            大阪市立大          大2         

 1 学中部   430 延岡みなみ          ﾉﾌﾞｵｶ ﾐﾅﾐ           新潟大              大4         

 2 学関東   145 大迫　菜月          ｵｵｻｺ ﾅﾂｷ            東京農工大          大3         

 3 学九州   813 牛島　　楓          ｳｼｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ          九州大              大2         

 4 学関東   179 齋藤ゆり子          ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ            筑波大              大4         

 5 学九州   904 川崎　涼夏          ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ           鹿屋体育大          大4         

 6 学九州   841 田邉　瑛梨          ﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ             佐賀大              大2         

 7 学九州   883 山城　里歩          ﾔﾏｼﾛ ﾘﾎ             琉球大              大2         

 8 学九州   882 金城和佳乃          ｷﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾉ          琉球大              大2         

 9 学関西   516 下奥　鈴佳          ｼﾓｵｸ ｽｽﾞｶ           神戸大              大2         


