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 1組
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 3 学北部   956 菊池茉里奈          ｷｸﾁ ﾏﾘﾅ             岩手県立大          大1         

 4 学関東   115 新井　佑奈          ｱﾗｲ ﾕｳﾅ             東京大              大1         

 5 学関東   210 宇野　蒼生          ｳﾉ ｱｵｲ              千葉大              大3         
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 2組
 0 学中部   300 佐藤　明音          ｻﾄｳ ｱｶﾈ             静岡大              大3         

 1 学中国   690 山口　美波          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ           高知大              大2         

 2 学関西   436 赤木　なな          ｱｶｷﾞ ﾅﾅ             大阪大              大2         

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

 4 学九州   820 黒田　仁美          ｸﾛﾀﾞ ﾋﾄﾐ            宮崎大              大1         

 5 学中部   373 寺坂　光智          ﾃﾗｻｶ ﾐｻﾄ            信州大              大1         

 6 学関東    20 山村　涼乃          ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ           東京学芸大          大1         

 7 学中部   316 森田　夏未          ﾓﾘﾀ ﾅﾂﾐ             名古屋市立大        大3         

 8 学中部   354 毎田　　葵          ﾏｲﾀﾞ ｱｵｲ            金沢大              大3         

 9 学関東   113 金　　宥利          ｷﾑ ﾕﾘ               東京大              大2         

 3組
 0 学関東    95 尾崎　由芽          ｵｻﾞｷ ﾕﾒ             首都大              大1         

 1 学関西   441 明石　奈々          ｱｶｼ ﾅﾅ              大阪大              大1         

 2 学関東   242 渡辺こころ          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ           東京工業大          大3         

 3 学中部   395 鈴木　花菜          ｽｽﾞｷ ｶﾅ             静岡県立大          大2         

 4 学関西   574 山下　幸恵          ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｴ            兵庫県立大          大2         

 5 学北部   959 山中日南子          ﾔﾏﾅｶ ﾋﾅｺ            室蘭工業大          大2         

 6 学中部   301 米田　文緒          ｺﾒﾀﾞ ﾌﾐｵ            静岡大              大2         

 7 学関西   522 河合　美優          ｶﾜｲ ﾐﾕｳ             京都教育大          大3         

 8 学関東    72 横川智奈美          ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾐ            埼玉大              大1         

 9 学関東   262 高野　愛李          ﾀｶﾉ ｱｲﾘ             宇都宮大            大1         

 4組
 0 学中国   667 山﨑　　響          ﾔﾏｻｷ ﾋﾋﾞｷ           広島大              大1         

 1 学中国   736 田中ひな子          ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ             山口理科大          大1         

 2 学関西   453 森川　愛友          ﾓﾘｶﾜ ﾏﾕ             大阪市立大          大4         

 3 学関西   569 森本菜々子          ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ            神戸市立高専        大1         

 4 学九州   758 平井　野歩          ﾋﾗｲ ﾉﾎ              九州大              大1         

 5 学北部   950 早川　夏夢          ﾊﾔｶﾜ ﾅﾂﾑ            札幌医科大          大1         

 6 学中国   663 金﨑　遥香          ｶﾈｻﾞｷ ﾊﾙｶ           広島大              大4         

 7 学中国   723 小川　舞子          ｵｶﾞﾜ ﾏｲｺ            高知県立大          大4         

 8 学関西   572 岸澤　南帆          ｷｼｻﾞﾜ ﾅﾎ            兵庫県立大          大2         

 9 学中部   367 中谷　茉樹          ﾅｶﾀﾆ ﾏｷ             富山大              大1         

 5組
 0 学関東    21 小野　泉海          ｵﾉ ｲｽﾞﾐ             東京学芸大          大1         

 1 学中部   396 加藤　愛海          ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ             静岡県立大          大2         

 2 学中国   714 岡村　侑香          ｵｶﾑﾗ ﾕｳｶ            山口大              大5         

 3 学関東    16 髙濱美咲希          ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ            東京学芸大          大4         

 4 学九州   847 髙宮　玲音          ﾀｶﾐﾔ ﾚｵﾝ            鹿屋体育大          大2         

 5 学中国   647 福田　　瞳          ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ            岡山大              大4         

 6 学関西   434 川西　彩加          ｶﾜﾆｼ ｱﾔｶ            大阪大              大3         

 7 学北部   898 出口　美桜          ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵ            山形大              大3         

 8 学中部   270 古川　嘉純          ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾐ            名古屋大            大3         

 9 学中国   715 大﨑　優香          ｵｵｻｷ ﾕｳｶ            山口大              大3         
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 6組
 0 学関東   111 浜辺美佳子          ﾊﾏﾍﾞ ﾐｶｺ            東京大              大3         

 1 学中国   632 毛利　京加          ﾓｳﾘ ｷｮｳｶ            島根大              大1         

 2 学北部   922 稲澤ひなこ          ｲﾅｻﾞﾜ ﾋﾅｺ           北海道大            大1         

 3 学中国   650 桂　実津季          ｶﾂﾗ ﾐｽﾞｷ            岡山大              大2         

 4 学関東   164 奥田　さわ          ｵｸﾀﾞ ｻﾜ             筑波大              大3         

 5 学中部   330 伊藤　智美          ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ             愛知教育大          大3         

 6 学九州   846 讃岐　百花          ｻﾇｷ ﾓﾓｶ             鹿屋体育大          大2         

 7 学九州   808 和田実央理          ﾜﾀﾞ ﾐｵﾘ             鹿児島大            大2         

 8 学関東    34 吉田　姫奈          ﾖｼﾀﾞ ﾋﾅ             横浜市立大          大2         

 9 学九州   779 吉永　光沙          ﾖｼﾅｶﾞ ﾐｻ            熊本大              大2         

 7組
 0 学関西   456 中堂　綾乃          ﾅｶﾄﾞｳ ｱﾔﾉ           大阪市立大          大2         

 1 学九州   863 嘉手納夏海          ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ            名桜大              大4         

 2 学関東   158 髙橋　花帆          ﾀｶﾊｼ ｶﾎ             筑波大              大4         

 3 学九州   809 荻田　早希          ｵｷﾞﾀ ｻｷ             鹿児島大            大3         

 4 学関東   161 岸本　梨沙          ｷｼﾓﾄ ﾘｻ             筑波大              大4         

 5 学九州   841 鳥居　真世          ﾄﾘｲ ﾏﾖ              鹿屋体育大          大4         

 6 学中部   329 小久保紗由佳        ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ            愛知教育大          大4         

 7 学関西   478 石田　絢子          ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ            神戸大              大1         

 8 学関東    93 石井　美帆          ｲｼｲ ﾐﾎ              首都大              大2         

 9 学関西   415 清川　柚紀          ｷﾖｶﾜ ﾕｽﾞｷ           大阪教育大          大1         


