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

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

 2 学九州   792 入交　香帆          ｲﾘﾏｼﾞﾘ ｶﾎ           佐賀大              大2         

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

 4 学中部   309 奥田　怜那          ｵｸﾀﾞ ﾚｲﾅ            三重大              大1         

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

 6 学中国   689 古谷　優季          ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ             高知大              大4         

 7 学中部   372 小林　紗英          ｺﾊﾞﾔｼ ｻｴ            信州大              大2         

 8 学中部   359 上田　瑞貴          ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ           福井大              大2         

 9 学北部   884 平尾菜津美          ﾋﾗｵ ﾅﾂﾐ             東北大              大1         

 2組
 0 学九州   852 西田　彩恵          ﾆｼﾀﾞ ｻｴ             北九州市立大        大1         

 1 学関西   550 山之内志穂          ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾎ            大阪府立大          大4         

 2 学中国   693 山脇　治華          ﾔﾏﾜｷ ﾊﾙｶ            高知大              大1         

 3 学中国   614 坂口　詩穏          ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ           愛媛大              大2         

 4 学関東   160 平田　茉穂          ﾋﾗﾀ ﾏﾎ              筑波大              大4         

 5 学中部   392 灰野　梨央          ﾊｲﾉ ﾘｵ              新潟大              大1         

 6 学中部   335 小川　真尋          ｵｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ            愛知教育大          大1         

 7 学関西   584 石本　雛子          ｲｼﾓﾄ ﾋﾅｺ            京都府立医大        大2         

 8 学関東   251 原　　未羽          ﾊﾗ ﾐｳ               群馬大              大3         

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

 3組
 0 学中部   290 光岡　亜優          ﾐﾂｵｶ ｱﾕ             岐阜大              大1         

 1 学関西   413 柳澤　佳月          ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾂﾞｷ         大阪教育大          大1         

 2 学北部   947 東山　千恵          ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾁｴ           弘前大              大3         

 3 学九州   811 池田　芽生          ｲｹﾀﾞ ﾒｲ             鹿児島大            大1         

 4 学関東   175 飯塚　千遥          ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ            筑波大              大1         

 5 学北部   921 赤間　彩生          ｱｶﾏ ｻｷ              北海道大            大2         

 6 学中国   665 檀浦　朋恵          ﾀﾞﾝｳﾗ ﾄﾓｴ           広島大              大2         

 7 学関東   245 佐藤　　瞳          ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ             茨城大              大3         

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

 9 学中部   289 加藤　千紗          ｶﾄｳ ﾁｻ              岐阜大              大3         

 4組
 0 学関東   209 永田　結子          ﾅｶﾞﾀ ﾕｲｺ            千葉大              大3         

 1 学関西   568 長谷川　愛          ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ            神戸市立高専        大1         

 2 学関東   110 荻原　　涼          ｵｷﾞﾊﾗ ｽｽﾞ           東京大              大2         

 3 学中部   332 山川　真央          ﾔﾏｶﾜ ﾏｵ             愛知教育大          大2         

 4 学関東   169 新野　杏奈          ｼﾝﾉ ｱﾝﾅ             筑波大              大2         

 5 学九州   844 小林　瑠那          ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ            鹿屋体育大          大3         

 6 学関西   409 杉本　紗彩          ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ           大阪教育大          大4         

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

 8 学関東   212 岩本　華子          ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅｺ            千葉大              大2         

 9 学関西   490 新山　果純          ﾆｲﾔﾏ ｶｽﾐ            和歌山大            大3         


