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 1組
 0

 1

 2

 3   266 小樽商科大 学北部

ｵﾀﾙｼｮｳｶ 大学

  943 高橋　晴香 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 大3

  942 田中日奈子 ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 大3

 1026 巴　　彩華 ﾄﾓｴ ｱﾔｶ 大3

  944 奥山　亜夢 ｵｸﾔﾏ ｱﾑ 大1

 4    91 静岡大 学中部

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ 大学

  346 中込　光穂 ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾂﾎ 大1

  344 河合　　杏 ｶﾜｲ ｱﾝ 大2

  345 米田　文緒 ｺﾒﾀﾞ ﾌﾐｵ 大1

  343 佐藤　明音 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 大2

 5   182 滋賀医科大 学関西

ｼｶﾞｲｶﾀﾞｲ 大学

  643 安居　亜起 ﾔｽｲ ｱｷ 大3

  642 吉本　　舞 ﾖｼﾓﾄ ﾏｲ 大4

  646 大矢　百笑 ｵｵﾔ ﾓｴ 大1

  644 村地みなみ ﾑﾗﾁ ﾐﾅﾐ 大2

 6

 7

 8
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 0   176 兵庫県立大 学関西

ﾋｮｳｹﾝﾀﾞｲ 大学

  619 横山　桜子 ﾖｺﾔﾏ ｻｸﾗｺ 大3

  621 松永　知恵 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾁｴ 大1

  620 岸澤　南帆 ｷｼｻﾞﾜ ﾅﾎ 大1

  622 山下　幸恵 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｴ 大1

 1   156 京都大 学関西

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学

  559 荻野　菜摘 ｵｷﾞﾉ ﾅﾂﾐ 大2

  561 本司明日香 ﾎﾝｼﾞ ｱｽｶ 大1

  557 小畑みさと ｵﾊﾞﾀ ﾐｻﾄ 大3

  556 菊池　鮎子 ｷｸﾁ ｱﾕｺ 大4

 2   280 秋田大 学北部

ｱｷﾀﾀﾞｲ 大学

  998 新井　ゆう ｱﾗｲ ﾕｳ 大1

  997 加藤　礼奈 ｶﾄｳ ﾚｲﾅ 大2

  996 松田　朝妃 ﾏﾂﾀﾞ ｱｻﾋ 大3

  999 真壁　風子 ﾏｶﾍﾞ ﾌｳｺ 大1

 3    24 埼玉大 学関東

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大学

   85 尾藤　眞裕 ﾋﾞﾄｳ ﾏﾋﾛ 大1

   84 山田　琴美 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾐ 大1

   81 米原　未来 ﾖﾈﾊﾗ ﾐｸ 大4

   83 後藤　彩香 ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ 大3

 4   249 琉球大 学九州

ﾘｭｳｷｭｳﾀﾞ 大学

  884 小林　新奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾆｲﾅ 大1

  880 川口　七海 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 大4

  882 金城和佳乃 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾜｶﾉ 大2

  881 徳浜すみれ ﾄｸﾊﾏ ｽﾐﾚ 大3

 5   150 和歌山大 学関西

ﾜﾀﾞｲ 大学

  535 荒木　　玲 ｱﾗｷ ﾚｲ 大2

  532 粂田　愛梨 ｸﾒﾀ ｱｲﾘ 大2

  534 新山　果純 ﾆｲﾔﾏ ｶｽﾐ 大2

  533 園部　美季 ｿﾉﾍﾞ ﾐｷ 大3

 6    95 名古屋市立大 学中部

ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ 大学

  355 森田　夏未 ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ 大2

  354 皆川　有紀 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕｷ 大3

  353 長野　　礼 ﾅｶﾞﾉ ﾚｲ 大5

  356 野口　七夏 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅｶ 大1

 7   109 福井大 学中部

ﾌｸｲﾀﾞｲ 大学

  391 今中　千秋 ｲﾏﾅｶ ﾁｱｷ 大4

  394 上田　瑞貴 ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 大1

  390 若園　依未 ﾜｶｿﾞﾉ ｴﾐ 大5

  389 渡会　咲耶 ﾜﾀﾗｲ ｻｸﾔ 大4

 8    69 東京工業大 学関東

ﾄｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  257 秋山　星佳 ｱｷﾔﾏ ｾｲｶ 大3

  258 加島　璃子 ｶｼﾏ ﾘｺ 大2

  260 大滝三知子 ｵｵﾀｷ ﾐﾁｺ 大2

  259 渡辺こころ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 大2
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 3組
 0   219 山口大 学中国

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学

  768 岡村　侑香 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｶ 大4

  770 大﨑　優香 ｵｵｻｷ ﾕｳｶ 大2

  775 緒方美沙希 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 大1

  774 安本　彩夏 ﾔｽﾓﾄ ｱﾔｶ 大1

 1   203 広島大 学中国

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学

  714 金﨑　遥香 ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ 大3

  717 山口　夏穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ 大1

  715 長尾　海香 ﾅｶﾞｵ ﾐｶ 大2

  716 檀浦　朋恵 ﾀﾞﾝｳﾗ ﾄﾓｴ 大1

 2    84 名古屋大 学中部

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 大学

  311 古川　嘉純 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾐ 大2

  314 佐橋　美音 ｻﾊｼ ﾐｵ 大1

  315 奥田紗矢香 ｵｸﾀﾞ ｻﾔｶ 大1

  313 栩野安友花 ﾄﾁﾉ ｱﾕｶ 大2

 3     5 東京学芸大 学関東

ｶﾞｸｹﾞｲ 大学

   16 髙濱美咲希 ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ 大3

   14 船木　菜々 ﾌﾅｷ ﾅﾅ 大4

   15 生方みちか ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｶ 大3

   20 小林　葵衣 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 大1

 4   100 愛知教育大 学中部

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  366 市野　梨名 ｲﾁﾉ ﾘﾅ 大2

  367 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 大1

  369 川元　梨奈 ｶﾜﾓﾄ ﾘﾅ 大1

  365 伊藤　智美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 大2

 5   286 弘前大 学北部

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学

 1005 澤田　有里 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ 大3

 1004 櫻庭　　碧 ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ 大3

 1006 福士　千陽 ﾌｸｼ ﾁﾋﾛ 大2

 1007 東山　千恵 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾁｴ 大2

 6   119 新潟大 学中部

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  432 捧　真理加 ｻｻｹﾞ ﾏﾘｶ 大2

  431 岡本　優美 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾐ 大3

  433 深谷　仁美 ﾌｶﾔ ﾋﾄﾐ 大1

  434 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 大1

 7    41 東京農工大 学関東

ﾉｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  145 大迫　菜月 ｵｵｻｺ ﾅﾂｷ 大3

  144 大久保　杏 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾝｽﾞ 大3

  146 辰馬　美貴 ﾀﾂﾏ ﾐｷ 大1

  143 西村香帆子 ﾆｼﾑﾗ ｶﾎｺ 大3

 8   137 大阪市立大 学関西

ｲﾁﾀﾞｲ 大学

  491 森川　愛友 ﾓﾘｶﾜ ﾏﾕ 大3

  493 小林　陽奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ 大2

  494 谷内　奈結 ﾀﾆｳﾁ ﾅﾕ 大1

  495 中堂　綾乃 ﾅｶﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 大1

 9   159 京都教育大 学関西

ｷｮｳｷｮｳ 大学

  567 吉澤　美佐 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻ 大1

  565 山本みこと ﾔﾏﾓﾄ ﾐｺﾄ 大3

  566 河合　美優 ｶﾜｲ ﾐﾕｳ 大2

  564 山下　雅代 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖ 大3
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 4組
 0    54 東京海洋大 学関東

ｶｲﾖｳﾀﾞｲ 大学

  202 林　佳緒里 ﾊﾔｼ ｶｵﾘ 大2

  204 市川　史菜 ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾅ 大2

  205 五十嵐　悠 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳ 大2

  206 伊藤有佳里 ｲﾄｳ ﾕｶﾘ 大2

 1   213 海上保安大 学中国

ｶｲﾎﾀﾞｲ 大学

  749 坂井　志保 ｻｶｲ ｼﾎ 大2

  752 伊地知小南 ｲｼﾞﾁ ｺﾅﾐ 大1

  748 川森　有紗 ｶﾜﾓﾘ ｱﾘｻ 大3

  750 仲村　萌加 ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｶ 大2

 2   131 大阪大 学関西

ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学

  477 川西　彩加 ｶﾜﾆｼ ｱﾔｶ 大2

  475 佐保　愛恵 ｻﾎ ﾏﾅｴ 大4

  480 小杉名南子 ｺｽｷﾞ ﾅﾅｺ 大1

  476 増地　明花 ﾏｽｼﾞ ﾊﾙｶ 大3

 3   189 愛媛大 学中国

ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学

  664 車谷　勇奈 ｸﾙﾏﾀﾆ ｲｻﾅ 大3

  666 岡藤　智秋 ｵｶﾌｼﾞ ﾁｱｷ 大1

  665 森口　静香 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ 大2

  668 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 大1

 4   254 鹿屋体育大 学九州

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学

  913 讃岐　百花 ｻﾇｷ ﾓﾓｶ 大1

  908 鳥居　真世 ﾄﾘｲ ﾏﾖ 大3

  907 小川　真侑 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 大3

  910 川﨑　　碧 ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 大3

 5   197 岡山大 学中国

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  700 桂　実津季 ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ 大1

  698 福田　　瞳 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ 大3

  697 前田　彩花 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ 大4

  696 市原　愛夏 ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ 大4

 6   274 北海道大 学北部

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学

  982 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 大1

  980 澁谷紗也華 ｼﾌﾞﾔ ｻﾔｶ 大2

  974 坂田　里緒 ｻｶﾀ ﾘｵ 大3

  979 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 大3

 7    30 首都大 学関東

ｼｭﾄﾀﾞｲ 大学

  106 石井　美帆 ｲｼｲ ﾐﾎ 大1

  101 山田　瑞紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 大3

  105 前川　七海 ﾏｴｶﾜ ﾅﾅﾐ 大1

   99 吉田　朱里 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ 大4

 8   178 京都府立医大 学関西

ｷｮｳﾄﾌﾘﾂｲ 大学

  634 石本　雛子 ｲｼﾓﾄ ﾋﾅｺ 大1

  628 小笹　　悠 ｵｻﾞｻ ﾊﾙｶ 大6

  632 坂口亜梨沙 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾘｻ 大2

  629 小田　智水 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾐ 大2

 9   106 金沢大 学中部

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大学

  385 毎田　　葵 ﾏｲﾀﾞ ｱｵｲ 大2

  383 高島　早紀 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 大3

  384 上野　愛里 ｳｴﾉ ｱｲﾘ 大2

  382 小林　光里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 大4
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 5組
 0    14 横浜市立大 学関東

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ 大学

   37 秋山　麗奈 ｱｷﾔﾏ ﾚｲﾅ 大4

   39 杉山　怜香 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｶ 大2

   43 吉田　姫奈 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 大1

   38 平井　知佳 ﾋﾗｲ ﾄﾓｶ 大3

 1   260 名桜大 学九州

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学

  923 佐藤　真子 ｻﾄｳ ﾏｺ 大3

 1025 高橋　舞夏 ﾀｶﾊｼ ﾏｲｶ 大1

  925 西原　綾香 ﾆｼﾊﾗ ｱﾔｶ 大2

  924 嘉手納夏海 ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ 大3

 2    60 千葉大 学関東

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  227 小保方咲帆 ｵﾎﾞｶﾀ ｻｷﾎ 大3

  228 永田　結子 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲｺ 大2

  231 岩本　華子 ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅｺ 大1

  226 竹内　　愛 ﾀｹｳﾁ ｱｲ 大4

 3   143 神戸大 学関西

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学

  518 五十嵐野恵 ｲｶﾞﾗｼ ﾉｴ 大1

  512 片山　南瀬 ｶﾀﾔﾏ ﾐﾅｾ 大4

  515 見浪　早紀 ﾐﾅﾐ ｻｷ 大3

  513 中山　尚美 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ 大4

 4    48 筑波大 学関東

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  188 奥田　さわ ｵｸﾀﾞ ｻﾜ 大2

  192 新野　杏奈 ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ 大1

  193 横田　早桜 ﾖｺﾀ ｻｵ 大1

  179 齋藤ゆり子 ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ 大4

 5   125 大阪教育大 学関西

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学

  453 杉本　紗彩 ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ 大3

  450 宗利　侑香 ﾑﾈﾄｼ ﾕｳｶ 大4

  451 中原　優希 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ 大4

  452 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 大3

 6   243 鹿児島大 学九州

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ 大学

  863 和田実央理 ﾜﾀﾞ ﾐｵﾘ 大1

  862 竹野日奈子 ﾀｹﾉ ﾋﾅｺ 大3

  859 亀田　菜月 ｶﾒﾀﾞ ﾅﾂｷ 大4

  865 荻田　早希 ｵｷﾞﾀ ｻｷ 大2

 7   166 滋賀大 学関西

ｼｶﾞﾀﾞｲ 大学

  587 柳樂　美雨 ﾅｷﾞﾗ ﾐｳ 大2

  582 小林　晏奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ 大4

  583 田畑　　佑 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳ 大4

  586 榮永帆乃香 ｴｲﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 大2

 8    36 東京大 学関東

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  131 金　　宥利 ｷﾑ ﾕﾘ 大1

  128 荻原　　涼 ｵｷﾞﾊﾗ ｽｽﾞ 大1

  126 吉元　　碧 ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ 大3

  129 浜辺美佳子 ﾊﾏﾍﾞ ﾐｶｺ 大2

 9   173 神戸市立高専 学関西

ｺｳﾍﾞｺｳｾﾝ 大学

  613 大東　稀南 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏﾚﾅ 大1

  611 臼田　妃那 ｳｽﾀﾞ ﾋﾅ 大2

  610 山本　梨乃 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾉ 大3

  612 江原　千尋 ｴﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ 大2


