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 1組
 0

 1 学中部   394 上田　瑞貴 ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ   福井大 大1

 2 学九州   843 入交　香帆 ｲﾘﾏｼﾞﾘ ｶﾎ   佐賀大 大1

 3 学関東   242 小崎　史織 ｺｻｷ ｼｵﾘ   防衛大 大4

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

 5 学中部   336 加藤　千紗 ｶﾄｳ ﾁｻ   岐阜大 大2

 6 学関西   492 樋口　優衣 ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ   大阪市立大 大4

 7 学中国   769 森田　涼子 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｺ   山口大 大3
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 2組
 0 学九州   880 川口　七海 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ   琉球大 大4

 1 学関東   128 荻原　　涼 ｵｷﾞﾊﾗ ｽｽﾞ   東京大 大1

 2 学関西   511 西原　萌笑 ﾆｼﾊﾗ ﾓｴ   神戸大 大4

 3 学北部   982 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ   北海道大 大1

 4 学九州   911 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ   鹿屋体育大 大2

 5 学中部   362 平岩　桃夏 ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ   愛知教育大 大4

 6 学九州   861 石坂　菜美 ｲｼｻｶ ﾅﾐ   鹿児島大 大3

 7 学関東   268 佐藤　　瞳 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ   茨城大 大2

 8 学中部   309 杉浦　可奈 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾅ   名古屋大 大4

 9 学関西   598 沖見　優衣 ｵｷﾐ ﾕｲ   大阪府立大 大4

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

 1 学九州   840 西川　史乃 ﾆｼｶﾜ ｼﾉ   佐賀大 大4

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

 3 学中部   367 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ   愛知教育大 大1

 4 学関東   192 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ   筑波大 大1

 5 学九州   905 大木場真由 ｵｵｺﾊﾞ ﾏﾕ   鹿屋体育大 大4

 6 学中国   716 檀浦　朋恵 ﾀﾞﾝｳﾗ ﾄﾓｴ   広島大 大1

 7 学関東   280 原　　未羽 ﾊﾗ ﾐｳ   群馬大 大2

 8 学関東   228 永田　結子 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲｺ   千葉大 大2

 9 学関西   643 安居　亜起 ﾔｽｲ ｱｷ   滋賀医科大 大3

 4組
 0 学中国   719 矢口　未愛 ﾔｸﾞﾁ ﾐﾁｶ   水産大学校 大1

 1 学関東   205 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ   東京海洋大 大2

 2 学北部  1007 東山　千恵 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾁｴ   弘前大 大2

 3 学中部   411 岩原今日子 ｲﾜﾊﾗ ｷｮｳｺ   信州大 大4

 4 学関東   184 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ   筑波大 大3

 5 学中国   696 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ   岡山大 大4

 6 学中国   668 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ   愛媛大 大1

 7 学関東   231 岩本　華子 ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅｺ   千葉大 大1

 8 学中国   749 坂井　志保 ｻｶｲ ｼﾎ   海上保安大 大2

 9 学関西   534 新山　果純 ﾆｲﾔﾏ ｶｽﾐ   和歌山大 大2


