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 3 学関西   573 池添　梨花          ｲｹｿﾞｴ ﾘｶ            奈良教育大          大3         

 4 学北部   975 河本　野恵          ｶﾜﾓﾄ ﾉｴ             北海道大            大4         

 5 学中国   663 楠元　綾香          ｸｽﾓﾄ ｱﾔｶ            愛媛大              大3         
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 2組
 0 学中部   384 上野　愛里          ｳｴﾉ ｱｲﾘ             金沢大              大2         

 1 学関西   561 本司明日香          ﾎﾝｼﾞ ｱｽｶ            京都大              大1         

 2 学関東   229 宇野　蒼生          ｳﾉ ｱｵｲ              千葉大              大2         

 3 学関東    21 藤田　弥空          ﾌｼﾞﾀ ﾐｿﾗ            東京学芸大          大1         

 4 学中部   346 中込　光穂          ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾂﾎ           静岡大              大1         

 5 学関西   479 菱田　三菜          ﾋｼﾀﾞ ﾐﾅ             大阪大              大1         

 6 学中国   777 濱田　乃彩          ﾊﾏﾀﾞ ﾉｱ             県立広島大          大2         

 7 学関東    85 尾藤　眞裕          ﾋﾞﾄｳ ﾏﾋﾛ            埼玉大              大1         

 8 学関西   524 太皷地美穂          ﾀｲｺｼﾞ ﾐﾎ            京都工繊大          大2         

 9 学関西   619 横山　桜子          ﾖｺﾔﾏ ｻｸﾗｺ           兵庫県立大          大3         

 3組
 0 学関東   243 福村　友梨          ﾌｸﾑﾗ ﾕﾘ             防衛大              大4         

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

 2 学中部   432 捧　真理加          ｻｻｹﾞ ﾏﾘｶ            新潟大              大2         

 3 学中部   366 市野　梨名          ｲﾁﾉ ﾘﾅ              愛知教育大          大2         

 4 学中部   365 伊藤　智美          ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ             愛知教育大          大2         

 5 学中国   697 前田　彩花          ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ            岡山大              大4         

 6 学中部   435 藤田　菜穂          ﾌｼﾞﾀ ﾅﾎ             石川県立大          大1         

 7 学北部  1015 吉田　悠花          ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ            北海道教育大        大3         

 8 学関西   600 山之内志穂          ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾎ            大阪府立大          大3         

 9 学関西   642 吉本　　舞          ﾖｼﾓﾄ ﾏｲ             滋賀医科大          大4         

 4組
 0 学関西   567 吉澤　美佐          ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻ            京都教育大          大1         

 1 学関西   634 石本　雛子          ｲｼﾓﾄ ﾋﾅｺ            京都府立医大        大1         

 2 学中国   726 藤井愛依里          ﾌｼﾞｲ ｱｲﾘ            香川大              大1         

 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   193 横田　早桜          ﾖｺﾀ ｻｵ              筑波大              大1         

 5 学関西   451 中原　優希          ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ            大阪教育大          大4         

 6 学九州   923 佐藤　真子          ｻﾄｳ ﾏｺ              名桜大              大3         

 7 学関東   227 小保方咲帆          ｵﾎﾞｶﾀ ｻｷﾎ           千葉大              大3         

 8 学九州   820 別府　佐紀          ﾍﾞｯﾌﾟ ｻｷ            長崎大              大2         

 9 学中部   353 長野　　礼          ﾅｶﾞﾉ ﾚｲ             名古屋市立大        大5         

 5組
 0 学関西   564 山下　雅代          ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖ            京都教育大          大3         

 1 学北部   980 澁谷紗也華          ｼﾌﾞﾔ ｻﾔｶ            北海道大            大2         

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

 3 学中部   403 岩原　純子          ｲﾜﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ          富山大              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 学中部   382 小林　光里          ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ           金沢大              大4         

 6 学関東    20 小林　葵衣          ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ           東京学芸大          大1         

 7 学北部   984 西塚りょう          ﾆｼﾂﾞｶ ﾘｮｳ           宮城教育大          大1         

 8 学中国   774 安本　彩夏          ﾔｽﾓﾄ ｱﾔｶ            山口大              大1         

 9 学関東   154 佐嘉田純香          ｻｶﾀ ｽﾐｶ             一橋大              大2         


