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 3 学関西   549 山本　梨紗          ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ             大阪府立大          大4         

 4 学関東   181 村田　里帆          ﾑﾗﾀ ﾘﾎ              東京海洋大          大1         

 5 学関西   580 北川　　瑞          ｷﾀｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ          京都府立医大        大3         
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 2組
 0

 1 学中国   652 小川　友子          ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ            岡山大              大1         

 2 学関西   489 粂田　愛梨          ｸﾒﾀ ｱｲﾘ             和歌山大            大3         

 3 学北部   889 奥山　亜夢          ｵｸﾔﾏ ｱﾑ             小樽商科大          大2         

 4 学北部   923 石原　江瑚          ｲｼﾊﾗ ｴｺ             北海道大            大1         

 5 学関西   492 染矢　和沙          ｿﾒﾔ ﾅｷﾞｻ            和歌山大            大1         

 6 学関西   482 太皷地美穂          ﾀｲｺｼﾞ ﾐﾎ            京都工繊大          大3         

 7 学関西   511 今田佳奈子          ｺﾝﾀﾞ ｶﾅｺ            京都大              大3         

 8 学中部   276 三谷　夏帆          ﾐﾀﾆ ｶﾎ              名古屋大            大1         
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 3組
 0 学関東   109 嘉瀬　由真          ｶｾ ﾕﾏ               東京大              大4         

 1 学関西   521 山本みこと          ﾔﾏﾓﾄ ﾐｺﾄ            京都教育大          大4         

 2 学九州   757 内田　好乃          ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉ            九州大              大1         

 3 学九州   790 田邉　瑛梨          ﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ             佐賀大              大3         

 4 学中部   334 後藤花菜子          ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ            愛知教育大          大2         

 5 学中部   307 柴田　賀代          ｼﾊﾞﾀ ｶﾖ             三重大              大3         

 6 学中部   355 小村　　望          ｺﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ            金沢大              大1         

 7 学関西   538 寺島　彩加          ﾃﾗｼﾏ ｱﾔｶ            滋賀大              大1         

 8 学関東    31 杉山　怜香          ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｶ           横浜市立大          大3         

 9 学中部   393 永井真由子          ﾅｶﾞｲ ﾏﾕｺ            新潟大              大1         

 4組
 0 学関西   567 臼田　和希          ｳｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ           神戸市立高専        大1         

 1 学関東   136 内山　　優          ｳﾁﾔﾏ ﾕｳ             一橋大              大3         

 2 学関東   246 會澤　　唯          ｱｲｻﾞﾜ ﾕｲ            茨城大              大2         

 3 学中部   275 下原あゆみ          ｼﾓﾊﾗ ｱﾕﾐ            名古屋大            大1         

 4 学関東   163 杉山　華彩          ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾔ            筑波大              大3         

 5 学中部   337 新井ゆきの          ｱﾗｲ ﾕｷﾉ             愛知教育大          大1         

 6 学中国   611 森口　静香          ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｽﾞｶ          愛媛大              大3         

 7 学中国   666 山口　夏穂          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ           広島大              大2         

 8 学九州   853 藤村　夏奈          ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾅ            北九州市立大        大1         

 9 学関西   439 平嶋　美月          ﾋﾗｼﾏ ﾐﾂﾞｷ           大阪大              大1         

 5組
 0 学北部   939 新井　ゆう          ｱﾗｲ ﾕｳ              秋田大              大2         

 1 学関西   475 下奥　鈴佳          ｼﾓｵｸ ｽｽﾞｶ           神戸大              大3         

 2 学北部   920 小西　陽奈          ｺﾆｼ ﾊﾙﾅ             北海道大            大2         

 3 学中部   390 深谷　仁美          ﾌｶﾔ ﾋﾄﾐ             新潟大              大2         

 4 学九州   842 山口　藍李          ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ           鹿屋体育大          大4         

 5 学関西   474 見浪　早紀          ﾐﾅﾐ ｻｷ              神戸大              大4         

 6 学関東    15 生方みちか          ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｶ           東京学芸大          大4         

 7 学関西   473 中川　優花          ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ           神戸大              大3         

 8 学九州   865 齋藤　瑞貴          ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ           名桜大              大1         

 9 学九州   781 兒玉　望実          ｺﾀﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ           熊本大              大1         


