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 1組
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 3 学中部   384 上野　愛里          ｳｴﾉ ｱｲﾘ             金沢大              大2         

 4 学中部   312 服部　綾乃          ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾉ            名古屋大            大3         

 5 学関西   621 松永　知恵          ﾏﾂﾅｶﾞ ﾁｴ            兵庫県立大          大1         
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 2組
 0

 1 学関西   522 増田　朱莉          ﾏｽﾀﾞ ｱｶﾘ            京都工繊大          大3         

 2 学関東   266 八百井麻莉          ﾔｵｲ ﾏﾘ              茨城大              大4         

 3 学関東   130 高木　祐希          ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ            東京大              大1         

 4 学関西   559 荻野　菜摘          ｵｷﾞﾉ ﾅﾂﾐ            京都大              大2         

 5 学中部   356 野口　七夏          ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅｶ            名古屋市立大        大1         

 6 学中国   751 藤木　可保          ﾌｼﾞｷ ｶﾎ             海上保安大          大2         

 7 学九州   830 蓑津　　碧          ﾐﾉﾂ ﾐﾄﾞﾘ            熊本大              大1         

 8 学北部  1024 西山　紗恵          ﾆｼﾔﾏ ｻｴ             室蘭工業大          大1         

 9

 3組
 0 学中国   773 姫嶋　真依          ﾋﾒｼﾏ ﾏｲ             山口大              大1         

 1 学中国   667 奧井　友梨          ｵｸｲ ﾕﾘ              愛媛大              大1         

 2 学関西   647 佐藤　舞実          ｻﾄｳ ﾏｲﾐ             和歌山県医大        大3         

 3 学関東   101 山田　瑞紀          ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ           首都大              大3         

 4 学関東    81 米原　未来          ﾖﾈﾊﾗ ﾐｸ             埼玉大              大4         

 5 学中部   383 高島　早紀          ﾀｶｼﾏ ｻｷ             金沢大              大3         

 6 学北部   977 落合　彩月          ｵﾁｱｲ ｻﾂｷ            北海道大            大3         

 7 学関西   646 大矢　百笑          ｵｵﾔ ﾓｴ              滋賀医科大          大1         

 8 学中国   695 尾道　仁美          ｵﾉﾐﾁ ﾋﾄﾐ            岡山大              大4         

 9 学関西   517 大橋　愛子          ｵｵﾊｼ ｱｲｺ            神戸大              大1         

 4組
 0 学関西   629 小田　智水          ｵﾀﾞ ﾄﾓﾐ             京都府立医大        大2         

 1 学中国   715 長尾　海香          ﾅｶﾞｵ ﾐｶ             広島大              大2         

 2 学関西   535 荒木　　玲          ｱﾗｷ ﾚｲ              和歌山大            大2         

 3 学中部   404 晴柀　　茜          ﾊﾚﾏｷ ｱｶﾈ            富山大              大2         

 4 学九州   906 五十嵐陽美          ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ           鹿屋体育大          大3         

 5 学北部   979 佐藤　　樹          ｻﾄｳ ｲﾂｷ             北海道大            大3         

 6 学北部   941 横山　有花          ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｶ            東北大              大2         

 7 学関西   455 水野　陽花          ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｶ            大阪教育大          大1         

 8 学九州   821 竹田　有紀          ﾀｹﾀﾞ ﾕｷ             長崎大              大2         

 9 学九州   844 坂田友樹子          ｻｶﾀ ﾕｷｺ             佐賀大              大1         

 5組
 0 学関東    62 吉村　那月          ﾖｼﾑﾗ ﾅﾂｷ            横浜国立大          大2         

 1 学関西   494 谷内　奈結          ﾀﾆｳﾁ ﾅﾕ             大阪市立大          大1         

 2 学関東   143 西村香帆子          ﾆｼﾑﾗ ｶﾎｺ            東京農工大          大3         

 3 学関東    19 小山　　薫          ｵﾔﾏ ｶｵﾙ             東京学芸大          大2         

 4 学関東   186 岸　　愛弓          ｷｼ ｱﾕﾐ              筑波大              大3         

 5 学関東   147 松本　　萌          ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ             お茶の水女大        大3         

 6 学関東   191 天羽　　礼          ｱﾓｳ ｱﾔ              筑波大              大1         

 7 学関東   126 吉元　　碧          ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ            東京大              大3         

 8 学関東    61 大久保春香          ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｶ           横浜国立大          大1         

 9 学関東   230 志田　実優          ｼﾀﾞ ﾐﾕ              千葉大              大2         
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 6組
 0 学中部   310 森井　南美          ﾓﾘｲ ﾐﾅﾐ             名古屋大            大4         

 1 学九州   912 藤坂　侑実          ﾌｼﾞｻｶ ﾕﾐ            鹿屋体育大          大2         

 2 学関東    99 吉田　朱里          ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ            首都大              大4         

 3 学関西   456 梶田　美宇          ｶｼﾞﾀ ﾐｳ             大阪教育大          大1         

 4 学関東   190 赤石　咲乃          ｱｶｲｼ ｻｷﾉ            筑波大              大2         

 5 学中国   699 三島　優花          ﾐｼﾏ ﾕｳｶ             岡山大              大2         

 6 学関東   105 前川　七海          ﾏｴｶﾜ ﾅﾅﾐ            首都大              大1         

 7 学関西   480 小杉名南子          ｺｽｷﾞ ﾅﾅｺ            大阪大              大1         

 8 学関西   556 菊池　鮎子          ｷｸﾁ ｱﾕｺ             京都大              大4         

 9 学関東    38 平井　知佳          ﾋﾗｲ ﾄﾓｶ             横浜市立大          大3         


