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 1組
 0 学関西   513 榊原　萌永          ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾓｴ           京都大              大3         

 1 学関西   480 友定　佳那          ﾄﾓｻﾀﾞ ｶﾅ            神戸大              大1         

 2 学中国   733 中村　愛梨          ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾘ            松江工業高専        大3         

 3 学中部   353 上野　愛里          ｳｴﾉ ｱｲﾘ             金沢大              大3         

 4 学中国   722 濱田　乃彩          ﾊﾏﾀﾞ ﾉｱ             県立広島大          大3         

 5 学関東   131 鈴木　春音          ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾈ            東京農工大          大2         

 6 学北部   941 永井　志歩          ﾅｶﾞｲ ｼﾎ             秋田大              大1         

 7 学関西   454 小林　陽奈          ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ            大阪市立大          大3         

 8 学関東    90 中村　知世          ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾖ            首都大              大3         
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 2組
 0 学関西   529 池添　梨花          ｲｹｿﾞｴ ﾘｶ            奈良教育大          大4         

 1 学関西   594 吉本　　舞          ﾖｼﾓﾄ ﾏｲ             滋賀医科大          大5         

 2 学九州   756 中村　美咲          ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ            九州大              大1         

 3 学関西   437 菱田　三菜          ﾋｼﾀﾞ ﾐﾅ             大阪大              大2         

 4 学中部   302 中込　光穂          ﾅｶｺﾞﾐ ﾐﾂﾎ           静岡大              大2         

 5 学関西   477 五十嵐野恵          ｲｶﾞﾗｼ ﾉｴ            神戸大              大2         

 6 学北部   949 須藤　夕喜          ｽﾄﾞｳ ﾕｳｷ            弘前大              大1         

 7 学関東   135 佐嘉田純香          ｻｶﾀ ｽﾐｶ             一橋大              大3         

 8 学中部   308 藤本　晴香          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ           三重大              大1         

 9 学中国   626 大澤美夕希          ｵｵｻﾜ ﾐﾕｷ            島根大              大5         

 3組
 0 学九州   799 安東ゆめり          ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾘ           大分大              大3         

 1 学関東   108 吉元　　碧          ﾖｼﾓﾄ ｱｵｲ            東京大              大4         

 2 学中部   389 捧　真理加          ｻｻｹﾞ ﾏﾘｶ            新潟大              大3         

 3 学中国   672 藤井愛依里          ﾌｼﾞｲ ｱｲﾘ            香川大              大2         

 4 学関西   412 梶田　美宇          ｶｼﾞﾀ ﾐｳ             大阪教育大          大2         

 5 学関東   252 秋谷　里実          ｱｷﾔ ｻﾄﾐ             群馬大              大1         

 6 学関東   208 小保方咲帆          ｵﾎﾞｶﾀ ｻｷﾎ           千葉大              大4         

 7 学北部   925 西塚りょう          ﾆｼﾂﾞｶ ﾘｮｳ           宮城教育大          大2         

 8 学中部   394 藤田　菜穂          ﾌｼﾞﾀ ﾅﾎ             石川県立大          大2         

 9 学関西   520 山下　雅代          ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾖ            京都教育大          大4         

 4組
 0 学関西   523 吉澤　美佐          ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻ            京都教育大          大2         

 1 学関西   457 千葉　喬子          ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ            大阪市立大          大1         

 2 学関東    19 小林　葵衣          ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ           東京学芸大          大2         

 3 学九州   866 岡田　　慶          ｵｶﾀﾞ ｹｲ             名桜大              大1         

 4 学九州   848 吉原　杏実          ﾖｼﾊﾗ ｱﾐ             鹿屋体育大          大1         

 5 学中部   331 市野　梨名          ｲﾁﾉ ﾘﾅ              愛知教育大          大3         

 6 学九州   862 佐藤　真子          ｻﾄｳ ﾏｺ              名桜大              大4         

 7 学関東    35 村上柚芽香          ﾑﾗｶﾐ ﾕﾒｶ            横浜市立大          大2         

 8 学中国   717 安本　彩夏          ﾔｽﾓﾄ ｱﾔｶ            山口大              大2         

 9 学中国   720 高橋　優海          ﾀｶﾊｼ ﾕﾐ             岡山県立大          大1         

 5組
 0 学関西   551 中井　美裕          ﾅｶｲ ﾐﾋﾛ             大阪府立大          大2         

 1 学北部   919 澁谷紗也華          ｼﾌﾞﾔ ｻﾔｶ            北海道大            大3         

 2 学関西   515 豊田　光彩          ﾄﾖﾀ ﾐｻ              京都大              大1         

 3 学中国   651 巻幡　　樂          ﾏｷﾊﾀ ﾗｸ             岡山大              大1         

 4 学関東   170 横田　早桜          ﾖｺﾀ ｻｵ              筑波大              大2         

 5 学中部   336 森内　瑠菜          ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ             愛知教育大          大1         

 6 学中部   365 岩原　純子          ｲﾜﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ          富山大              大3         

 7 学中部   273 佐橋　美音          ｻﾊｼ ﾐｵ              名古屋大            大2         

 8 学関東    47 大久保春香          ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙｶ           横浜国立大          大2         

 9 学九州   778 宮村　莉奈          ﾐﾔﾑﾗ ﾘﾅ             熊本大              大2         


