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 1組
 0

 1 学中部   299 中村　友菜          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ            三重大              大2         

 2 学中部   386 中川　綾乃          ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ           石川県立大          大2         

 3 学中部   373 山田　美晴          ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾊﾙ            名古屋工業大        大3         

 4 学中国   646 藤井　景理          ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ            山口大              大4         

 5 学九州   662 吉川　眞帆          ﾖｼｶﾜ ﾏﾎ             福岡教育大          大1         

 6 学中部   349 荻野　文子          ｵｷﾞﾉ ﾌﾐｺ            金沢大              大3         

 7 学中部   348 山内　南帆          ﾔﾏｳﾁ ﾐﾅﾎ            金沢大              大3         

 8 学中部   384 真柄　結衣          ﾏｶﾞﾗ ﾕｲ             新潟大              大1         
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 2組
 0 学九州   730 井上　采子          ｲﾉｳｴ ｻｴｺ            鹿児島大            大2         

 1 学中部   310 小林亜衣梨          ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ           名古屋市立大        大1         

 2 学九州   708 水流　花都          ﾂﾙ ﾊﾅﾄ              熊本大              大2         

 3 学北部   809 前田　春那          ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ            東北大              大3         

 4 学九州   797 兼城小椿紀          ｶﾈｼﾛ ｻﾂｷ            名桜大              大1         

 5 学関東   182 堀尾　涼佳          ﾎﾘｵ ｽｽﾞｶ            千葉大              大1         

 6 学関東   225 山口　舞佳          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｶ           群馬大              大3         

 7 学関西   459 堀内　咲歩          ﾎﾘｳﾁ ｻﾎ             大阪公立大          大3         

 8 学中部   336 牧原　歩美          ﾏｷﾊﾗ ｱﾕﾐ            愛知教育大          大2         

 9 学中部   355 永井　杏侑          ﾅｶﾞｲ ｱﾕ             福井大              大3         

 3組
 0 学九州   718 金田　美紅          ｶﾅﾀ ﾐｸ              佐賀大              大1         

 1 学九州   699 楳木　麻央          ｳﾒｷ ﾏｵ              九州大              大1         

 2 学関東    73 石井　恵美          ｲｼｲ ｴﾐ              東京都立大          大2         

 3 学九州   775 伊藤　香乃          ｲﾄｳ ｶﾉ              鹿屋体育大          大3         

 4 学関東   144 土井　香凜          ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ             筑波大              大3         

 5 学九州   697 小関　　葵          ｺｾｷ ｱｵｲ             九州大              大1         

 6 学北部   837 行方　悠莉          ﾅﾒｶﾀ ﾕｳﾘ            岩手大              大3         

 7 学中部   335 羽田野　裕          ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳ             愛知教育大          大2         

 8 学関西   405 清川　柚紀          ｷﾖｶﾜ ﾕｽﾞｷ           大阪教育大          大4         

 9 学中部   308 山田　花帆          ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ             名古屋市立大        大2         

 4組
 0 学関東   209 神山　奈千          ｶﾐﾔﾏ ﾅﾁ             東京工業大          大4         

 1 学中部   285 小粥　彩加          ｵｶﾞｲ ｱﾔｶ            静岡大              大2         

 2 学中部   383 土橋　　輝          ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋｶﾙ           新潟大              大2         

 3 学中部   334 榎本　華子          ｴﾉﾓﾄ ﾊﾅｺ            愛知教育大          大3         

 4 学関東   140 込山　　瞳          ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ            筑波大              大4         

 5 学九州   781 仲田　　葵          ﾅｶﾀ ｱｵｲ             鹿屋体育大          大1         

 6 学中国   632 長田　真衣          ﾅｶﾞﾀ ﾏｲ             高知大              大1         

 7 学関東    21 齋藤　　碧          ｻｲﾄｳ ｱｵｲ            東京学芸大          大1         

 8 学九州   727 和田実央理          ﾜﾀﾞ ﾐｵﾘ             鹿児島大            大5         

 9 学北部   871 熊谷　菜那          ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾅ            岩手県立大          大2         

 5組
 0 学関東    17 小野　泉海          ｵﾉ ｲｽﾞﾐ             東京学芸大          大4         

 1 学中国   588 柳生　笑利          ﾔｷﾞｭｳ ｴﾘ            岡山大              大3         

 2 学関西   479 石田　絢子          ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ            神戸大              大4         

 3 学中部   382 青柳　知夏          ｱｵﾔｷﾞ ﾁｶ            新潟大              大2         

 4 学九州   779 久保田梨琉          ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ             鹿屋体育大          大2         

 5 学関東   149 賀部　寿音          ｶﾍﾞ ｼﾞｭﾈ            筑波大              大2         

 6 学中国   560 水国みいな          ﾐｽﾞｸﾆ ﾐｲﾅ           愛媛大              大2         

 7 学九州   738 時松　桃花          ﾄｷﾏﾂ ﾓﾓｶ            宮崎大              大3         

 8 学九州   693 平井　野歩          ﾋﾗｲ ﾉﾎ              九州大              大4         

 9 学中部   286 塚本　乃愛          ﾂｶﾓﾄ ﾉｱ             静岡大              大1         


