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 1組
 0

 1 学関西   631 北川　　瑞          ｷﾀｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ          京都府立医大        大2         

 2 学中国   773 姫嶋　真依          ﾋﾒｼﾏ ﾏｲ             山口大              大1         

 3 学関西   627 井本　悠加          ｲﾓﾄ ﾊﾙｶ             京都府立医大        大6         

 4 学関西   601 宮田あかね          ﾐﾔﾀ ｱｶﾈ             奈良女子大          大1         

 5 学九州   864 水藤　瑞穂          ｽｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ           鹿児島大            大2         

 6 学北部   985 髙橋　雪芽          ﾀｶﾊｼ ﾕﾒ             宮城教育大          大1         

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

 8 学関東   208 齋藤　杏奈          ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ            東京外国語大        大3         

 9

 2組
 0 学中部   385 毎田　　葵          ﾏｲﾀﾞ ｱｵｲ            金沢大              大2         

 1 学関西   628 小笹　　悠          ｵｻﾞｻ ﾊﾙｶ            京都府立医大        大6         

 2 学中国   718 大曲　可倫          ｵｵﾏｶﾞﾘ ｶﾘﾝ          水産大学校          大2         

 3 学関東   206 伊藤有佳里          ｲﾄｳ ﾕｶﾘ             東京海洋大          大2         

 4 学関西   566 河合　美優          ｶﾜｲ ﾐﾕｳ             京都教育大          大2         

 5 学中部   355 森田　夏未          ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ             名古屋市立大        大2         

 6 学北部  1023 山中日南子          ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅｺ            室蘭工業大          大1         

 7 学関東   144 大久保　杏          ｵｵｸﾎﾞ ｱﾝｽﾞ          東京農工大          大3         

 8 学中国   750 仲村　萌加          ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｶ            海上保安大          大2         

 9 学北部  1008 宮川　苑子          ﾐﾔｶﾜ ｿﾉｺ            弘前大              大2         

 3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 学関西   533 園部　美季          ｿﾉﾍﾞ ﾐｷ             和歌山大            大3         

 2 学関西   620 岸澤　南帆          ｷｼｻﾞﾜ ﾅﾎ            兵庫県立大          大1         

 3 学中部   431 岡本　優美          ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾐ            新潟大              大3         

 4 学関東    18 佐藤　綾花          ｻﾄｳ ｱﾔｶ             東京学芸大          大2         

 5 学九州   881 徳浜すみれ          ﾄｸﾊﾏ ｽﾐﾚ            琉球大              大3         

 6 学中部   348 福崎　愛恵          ﾌｸｻﾞｷ ﾏﾅｴ           三重大              大4         

 7 学関西   612 江原　千尋          ｴﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ            神戸市立高専        大2         

 8 学関東   259 渡辺こころ          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ           東京工業大          大2         

 9 学関西   521 川端　悠郁          ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｲ            京都工繊大          大4         

 4組
 0 学関西   622 山下　幸恵          ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｴ            兵庫県立大          大1         

 1 学関東   146 辰馬　美貴          ﾀﾂﾏ ﾐｷ              東京農工大          大1         

 2 学中国   748 川森　有紗          ｶﾜﾓﾘ ｱﾘｻ            海上保安大          大3         

 3 学中部   314 佐橋　美音          ｻﾊｼ ﾐｵ              名古屋大            大1         

 4 学中部   337 椎木満里乃          ｼｲｷ ﾏﾘﾉ             岐阜大              大3         

 5 学中国   770 大﨑　優香          ｵｵｻｷ ﾕｳｶ            山口大              大2         

 6 学関西   518 五十嵐野恵          ｲｶﾞﾗｼ ﾉｴ            神戸大              大1         

 7 学関西   495 中堂　綾乃          ﾅｶﾄﾞｳ ｱﾔﾉ           大阪市立大          大1         

 8 学関東    60 宮本かれん          ﾐﾔﾓﾄ ｶﾚﾝ            横浜国立大          大4         

 9 学九州   851 鳥越　　星          ﾄﾘｺﾞｴ ｱｶﾘ           大分大              大3         

 5組
 0 学関西   512 片山　南瀬          ｶﾀﾔﾏ ﾐﾅｾ            神戸大              大4         

 1 学九州   924 嘉手納夏海          ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ            名桜大              大3         

 2 学北部   953 出口　美桜          ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵ            山形大              大2         

 3 学関東    16 髙濱美咲希          ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ            東京学芸大          大3         

 4 学九州   914 髙宮　玲音          ﾀｶﾐﾔ ﾚｵﾝ            鹿屋体育大          大1         

 5 学中国   700 桂　実津季          ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ            岡山大              大1         

 6 学関西   477 川西　彩加          ｶﾜﾆｼ ｱﾔｶ            大阪大              大2         

 7 学関東   180 坂本みずき          ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ           筑波大              大4         

 8 学関西   513 中山　尚美          ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ            神戸大              大4         

 9 学九州   862 竹野日奈子          ﾀｹﾉ ﾋﾅｺ             鹿児島大            大3         
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 6組
 0 学関東   129 浜辺美佳子          ﾊﾏﾍﾞ ﾐｶｺ            東京大              大2         

 1 学関西   450 宗利　侑香          ﾑﾈﾄｼ ﾕｳｶ            大阪教育大          大4         

 2 学北部  1004 櫻庭　　碧          ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ          弘前大              大3         

 3 学九州   865 荻田　早希          ｵｷﾞﾀ ｻｷ             鹿児島大            大2         

 4 学九州   903 石原　愛由          ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ             鹿屋体育大          大4         

 5 学九州   913 讃岐　百花          ｻﾇｷ ﾓﾓｶ             鹿屋体育大          大1         

 6 学関東    14 船木　菜々          ﾌﾅｷ ﾅﾅ              東京学芸大          大4         

 7 学関西   475 佐保　愛恵          ｻﾎ ﾏﾅｴ              大阪大              大4         

 8 学中部   311 古川　嘉純          ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾐ            名古屋大            大2         

 9 学九州   831 吉永　光沙          ﾖｼﾅｶﾞ ﾐｻ            熊本大              大1         

 7組
 0 学関東   106 石井　美帆          ｲｼｲ ﾐﾎ              首都大              大1         

 1 学中国   775 緒方美沙希          ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ            山口大              大1         

 2 学中部   438 加藤　愛海          ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ             静岡県立大          大1         

 3 学中国   698 福田　　瞳          ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ            岡山大              大3         

 4 学関東   178 岡野　圭穂          ｵｶﾉ ｶﾎ              筑波大              大4         

 5 学中部   364 小久保紗由佳        ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ            愛知教育大          大3         

 6 学関東   182 髙橋　花帆          ﾀｶﾊｼ ｶﾎ             筑波大              大3         

 7 学北部  1006 福士　千陽          ﾌｸｼ ﾁﾋﾛ             弘前大              大2         

 8 学関西   586 榮永帆乃香          ｴｲﾅｶﾞ ﾎﾉｶ           滋賀大              大2         

 9 学中国   664 車谷　勇奈          ｸﾙﾏﾀﾆ ｲｻﾅ           愛媛大              大3         


