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 1組
 0

 1

 2  2132 京都大 学関西

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学

  513 榊原　萌永 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾓｴ 大3

  512 荻野　菜摘 ｵｷﾞﾉ ﾅﾂﾐ 大3

  515 豊田　光彩 ﾄﾖﾀ ﾐｻ 大1

  510 小畑みさと ｵﾊﾞﾀ ﾐｻﾄ 大4

 3  2244 小樽商科大 学北部

ｵﾀﾙｼｮｳｶ 大学

  889 奥山　亜夢 ｵｸﾔﾏ ｱﾑ 大2

  888 北出　月環 ｷﾀﾃﾞ ﾙﾋﾞｨ 大2

  887 高橋　晴香 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 大4

  886 田中日奈子 ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 大4

 4  2075 静岡大 学中部

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ 大学

  300 佐藤　明音 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 大3

  303 山口みどり ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾄﾞﾘ 大1

  302 中込　光穂 ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾂﾎ 大2

  301 米田　文緒 ｺﾒﾀﾞ ﾌﾐｵ 大2

 5  2088 金沢大 学中部

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大学

  355 小村　　望 ｺﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 大1

  352 高島　早紀 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 大4

  353 上野　愛里 ｳｴﾉ ｱｲﾘ 大3

  354 毎田　　葵 ﾏｲﾀﾞ ｱｵｲ 大3

 6  2022 埼玉大 学関東

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大学

   70 後藤　彩香 ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ 大4

   72 横川智奈美 ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾐ 大1

   73 丸山　桃寧 ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾓﾈ 大1

   71 堀　　美結 ﾎﾘ ﾐﾕｳ 大1

 7  2260 秋田大 学北部

ｱｷﾀﾀﾞｲ 大学

  939 新井　ゆう ｱﾗｲ ﾕｳ 大2

  938 山本　絢子 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｺ 大2

  941 永井　志歩 ﾅｶﾞｲ ｼﾎ 大1

  937 加藤　礼奈 ｶﾄｳ ﾚｲﾅ 大3

 8

 9
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 0  2171 島根大 学中国

ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学

  626 大澤美夕希 ｵｵｻﾜ ﾐﾕｷ 大5

  631 佐藤　志帆 ｻﾄｳ ｼﾎ 大1

  630 古賀　桃乃 ｺｶﾞ ﾓﾓﾉ 大3

  627 白石　　萌 ｼﾗｲｼ ﾓｴ 大2

 1  2012 横浜市立大 学関東

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ 大学

   31 杉山　怜香 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｶ 大3

   32 舩生　智子 ﾌﾆｭｳ ﾄﾓｺ 大3

   35 村上柚芽香 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾒｶ 大2

   34 吉田　姫奈 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ 大2

 2  2059 群馬大 学関東

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ 大学

  252 秋谷　里実 ｱｷﾔ ｻﾄﾐ 大1

  253 工藤　由瑛 ｸﾄﾞｳ ﾕｷｴ 大1

  251 原　　未羽 ﾊﾗ ﾐｳ 大3

  254 松浦　祐奈 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾅ 大1

 3  2183 広島大 学中国

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学

  666 山口　夏穂 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ 大2

  664 長尾　海香 ﾅｶﾞｵ ﾐｶ 大3

  665 檀浦　朋恵 ﾀﾞﾝｳﾗ ﾄﾓｴ 大2

  663 金﨑　遥香 ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ 大4

 4  2232 鹿屋体育大 学九州

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学

  842 山口　藍李 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 大4

  845 藤坂　侑実 ﾌｼﾞｻｶ ﾕﾐ 大3

  843 川﨑　　碧 ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 大4

  840 小川　真侑 ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ 大4

 5  2177 岡山大 学中国

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  651 巻幡　　樂 ﾏｷﾊﾀ ﾗｸ 大1

  648 三島　優花 ﾐｼﾏ ﾕｳｶ 大3

  650 桂　実津季 ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ 大2

  647 福田　　瞳 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ 大4

 6  2225 鹿児島大 学九州

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ 大学

  810 若松　来夢 ﾜｶﾏﾂ ﾗｲﾑ 大2

  811 池田　芽生 ｲｹﾀﾞ ﾒｲ 大1

  812 北住　優佳 ｷﾀｽﾞﾐ ﾕｳｶ 大1

  808 和田実央理 ﾜﾀﾞ ﾐｵﾘ 大2

 7  2205 九州大 学九州

ｷｭｳﾀﾞｲ 大学

  753 牛島　　楓 ｳｼｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 大3

  758 平井　野歩 ﾋﾗｲ ﾉﾎ 大1

  757 内田　好乃 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉ 大1

  756 中村　美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 大1

 8  2152 神戸市立高専 学関西

ｺｳﾍﾞｺｳｾﾝ 大学

  567 臼田　和希 ｳｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大1

  566 大東　稀南 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏﾚﾅ 大2

  568 長谷川　愛 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 大1

  569 森本菜々子 ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ 大1

 9  2212 熊本大 学九州

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ 大学

  781 兒玉　望実 ｺﾀﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 大1

  780 向松あゆみ ﾑｺｳﾏﾂ ｱﾕﾐ 大1

  778 宮村　莉奈 ﾐﾔﾑﾗ ﾘﾅ 大2

  779 吉永　光沙 ﾖｼﾅｶﾞ ﾐｻ 大2
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 0  2190 高知大 学中国

ｺｳﾁﾀﾞｲ 大学

  692 望月　美桜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｵ 大1

  690 山口　美波 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 大2

  693 山脇　治華 ﾔﾏﾜｷ ﾊﾙｶ 大1

  691 鍋田　未夢 ﾅﾍﾞﾀ ﾐﾕ 大1

 1  2248 山形大 学北部

ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  902 柴田　萌香 ｼﾊﾞﾀ ﾓｴｶ 大1

  899 會田　莉子 ｱｲﾀ ﾘｺ 大3

  898 出口　美桜 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵ 大3

  901 門脇　彩花 ｶﾄﾞﾜｷ ｱﾔｶ 大1

 2  2028 首都大 学関東

ｼｭﾄﾀﾞｲ 大学

   93 石井　美帆 ｲｼｲ ﾐﾎ 大2

   91 原　　珠実 ﾊﾗ ﾀﾏﾐ 大3

   92 前川　七海 ﾏｴｶﾜ ﾅﾅﾐ 大2

   94 大石　真由 ｵｵｲｼ ﾏﾕ 大1

 3  2238 名桜大 学九州

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学

  866 岡田　　慶 ｵｶﾀﾞ ｹｲ 大1

  863 嘉手納夏海 ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ 大4

  864 西原　綾香 ﾆｼﾊﾗ ｱﾔｶ 大3

  862 佐藤　真子 ｻﾄｳ ﾏｺ 大4

 4  2082 愛知教育大 学中部

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  334 後藤花菜子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 大2

  338 安藤　綾美 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ 大1

  332 山川　真央 ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ 大2

  328 水谷　華奈 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ 大4

 5  2102 大阪教育大 学関西

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学

  410 阪口　青空 ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ 大4

  412 梶田　美宇 ｶｼﾞﾀ ﾐｳ 大2

  409 杉本　紗彩 ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ 大4

  408 赤嶺　梨緒 ｱｶﾐﾈ ﾘｵ 大4

 6  2120 神戸大 学関西

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学

  473 中川　優花 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ 大3

  477 五十嵐野恵 ｲｶﾞﾗｼ ﾉｴ 大2

  474 見浪　早紀 ﾐﾅﾐ ｻｷ 大4

  478 石田　絢子 ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ 大1

 7  2114 大阪市立大 学関西

ｵｵｻｶｼﾀﾞｲ 大学

  454 小林　陽奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ 大3

  455 谷内　奈結 ﾀﾆｳﾁ ﾅﾕ 大2

  457 千葉　喬子 ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ 大1

  453 森川　愛友 ﾓﾘｶﾜ ﾏﾕ 大4

 8  2157 京都府立医大 学関西

ｷｮｳﾄﾌﾘﾂｲ 大学

  582 坂口亜梨沙 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾘｻ 大3

  578 小田　智水 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾐ 大3

  584 石本　雛子 ｲｼﾓﾄ ﾋﾅｺ 大2

  579 藤崎まりの ﾌｼﾞｻｷ ﾏﾘﾉ 大4

 9  2126 和歌山大 学関西

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  492 染矢　和沙 ｿﾒﾔ ﾅｷﾞｻ 大1

  491 荒木　　玲 ｱﾗｷ ﾚｲ 大3

  490 新山　果純 ﾆｲﾔﾏ ｶｽﾐ 大3

  489 粂田　愛梨 ｸﾒﾀ ｱｲﾘ 大3
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 4組
 0  2108 大阪大 学関西

ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学

  434 川西　彩加 ｶﾜﾆｼ ｱﾔｶ 大3

  438 小杉名南子 ｺｽｷﾞ ﾅﾅｺ 大2

  439 平嶋　美月 ﾋﾗｼﾏ ﾐﾂﾞｷ 大1

  441 明石　奈々 ｱｶｼ ﾅﾅ 大1

 1  2197 山口大 学中国

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学

  718 緒方美沙希 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 大2

  716 姫嶋　真依 ﾋﾒｼﾏ ﾏｲ 大2

  717 安本　彩夏 ﾔｽﾓﾄ ｱﾔｶ 大2

  715 大﨑　優香 ｵｵｻｷ ﾕｳｶ 大3

 2  2096 新潟大 学中部

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  390 深谷　仁美 ﾌｶﾔ ﾋﾄﾐ 大2

  389 捧　真理加 ｻｻｹﾞ ﾏﾘｶ 大3

  392 灰野　梨央 ﾊｲﾉ ﾘｵ 大1

  391 加藤はなの ｶﾄｳ ﾊﾅﾉ 大2

 3  2006 東京学芸大 学関東

ﾄｳｶﾞｸｹﾞｲ 大学

   20 山村　涼乃 ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ 大1

   17 橋本　円希 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂｷ 大3

   15 生方みちか ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｶ 大4

   16 髙濱美咲希 ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ 大4

 4  2043 筑波大 学関東

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  163 杉山　華彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ 大3

  166 赤石　咲乃 ｱｶｲｼ ｻｷﾉ 大3

  160 平田　茉穂 ﾋﾗﾀ ﾏﾎ 大4

  165 住岡　叶夢 ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ 大3

 5  2254 北海道大 学北部

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学

  916 坂田　里緒 ｻｶﾀ ﾘｵ 大4

  918 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 大4

  921 赤間　彩生 ｱｶﾏ ｻｷ 大2

  920 小西　陽奈 ｺﾆｼ ﾊﾙﾅ 大2

 6  2034 東京大 学関東

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  109 嘉瀬　由真 ｶｾ ﾕﾏ 大4

  108 吉元　　碧 ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ 大4

  110 荻原　　涼 ｵｷﾞﾊﾗ ｽｽﾞ 大2

  111 浜辺美佳子 ﾊﾏﾍﾞ ﾐｶｺ 大3

 7  2066 名古屋大 学中部

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 大学

  274 奥田紗矢香 ｵｸﾀﾞ ｻﾔｶ 大2

  273 佐橋　美音 ｻﾊｼ ﾐｵ 大2

  275 下原あゆみ ｼﾓﾊﾗ ｱﾕﾐ 大1

  270 古川　嘉純 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾐ 大3

 8  2166 愛媛大 学中国

ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学

  611 森口　静香 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ 大3

  613 奧井　友梨 ｵｸｲ ﾕﾘ 大2

  614 坂口　詩穏 ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ 大2

  612 岡藤　智秋 ｵｶﾌｼﾞ ﾁｱｷ 大2

 9  2138 京都教育大 学関西

ｷｮｳｷｮｳ 大学

  521 山本みこと ﾔﾏﾓﾄ ﾐｺﾄ 大4

  523 吉澤　美佐 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻ 大2

  520 山下　雅代 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖ 大4

  522 河合　美優 ｶﾜｲ ﾐﾕｳ 大3


