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 1組
 0

 1

 2 学中部   371 藤井　朱瑞          ﾌｼﾞｲ ｽｽﾞ            信州大              大4         

 3 学関東    70 後藤　彩香          ｺﾞﾄｳ ｻﾔｶ            埼玉大              大4         

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

 5 学北部   917 塘　　安奈          ﾄﾓ ｱﾝﾅ              北海道大            大4         

 6 学中部   309 奥田　怜那          ｵｸﾀﾞ ﾚｲﾅ            三重大              大1         
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 2組
 0 学北部   887 高橋　晴香          ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ            小樽商科大          大4         

 1 学関西   582 坂口亜梨沙          ｻｶｸﾞﾁ ｱﾘｻ           京都府立医大        大3         

 2 学九州   812 北住　優佳          ｷﾀｽﾞﾐ ﾕｳｶ           鹿児島大            大1         

 3 学関西   553 宮田あかね          ﾐﾔﾀ ｱｶﾈ             奈良女子大          大2         

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

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

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

 7 学九州   850 喜多理紗子          ｷﾀ ﾘｻｺ              長崎県立大          大3         

 8 学関東   257 宮本　杏樹          ﾐﾔﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ          高崎経済大          大2         

 9 学関西   566 大東　稀南          ｵｵﾋｶﾞｼ ﾏﾚﾅ          神戸市立高専        大2         

 3組
 0 学中国   632 毛利　京加          ﾓｳﾘ ｷｮｳｶ            島根大              大1         

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

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

 3 学関東    18 佐藤　綾花          ｻﾄｳ ｱﾔｶ             東京学芸大          大3         

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

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

 6 学中部   312 長野　　礼          ﾅｶﾞﾉ ﾚｲ             名古屋市立大        大6         

 7 学中部   274 奥田紗矢香          ｵｸﾀﾞ ｻﾔｶ            名古屋大            大2         

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

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

 4組
 0 学関西   537 榮永帆乃香          ｴｲﾅｶﾞ ﾎﾉｶ           滋賀大              大3         

 1 学中国   715 大﨑　優香          ｵｵｻｷ ﾕｳｶ            山口大              大3         

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

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

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

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

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

 7 学中国   718 緒方美沙希          ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ            山口大              大2         

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

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

 5組
 0 学九州   866 岡田　　慶          ｵｶﾀﾞ ｹｲ             名桜大              大1         

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

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

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

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

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

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

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

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

 9 学中部   270 古川　嘉純          ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾐ            名古屋大            大3         
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 6組
 0 学関東    35 村上柚芽香          ﾑﾗｶﾐ ﾕﾒｶ            横浜市立大          大2         

 1 学九州   864 西原　綾香          ﾆｼﾊﾗ ｱﾔｶ            名桜大              大3         

 2 学関東   111 浜辺美佳子          ﾊﾏﾍﾞ ﾐｶｺ            東京大              大3         

 3 学関西   410 阪口　青空          ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ         大阪教育大          大4         

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

 5 学関東   168 梶田　初帆          ｶｼﾞﾀ ﾊﾂﾎ            筑波大              大2         

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

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

 8 学関東    21 小野　泉海          ｵﾉ ｲｽﾞﾐ             東京学芸大          大1         

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

 7組
 0 学北部   931 佐藤　　萌          ｻﾄｳ ﾒｸﾞ             岩手大              大3         

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

 2 学九州   800 山下　智美          ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐ            大分大              大3         

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

 4 学関東   165 住岡　叶夢          ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ            筑波大              大3         

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

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

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

 8 学北部   916 坂田　里緒          ｻｶﾀ ﾘｵ              北海道大            大4         

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


