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 2 学関東   181 秋山ヒカル          ｱｷﾔﾏ ﾋｶﾙ            千葉大              大2         

 3 学関東   197 中村　梨南          ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ             防衛大              大4         

 4 学北部   863 諫本ひまり          ｲｻﾓﾄ ﾋﾏﾘ            弘前大              大2         

 5 学九州   715 仲光　海碧          ﾅｶﾐﾂ ﾐｵ             熊本県立大          大2         

 6 学関西   513 嶋田　樹香          ｼﾏﾀﾞ ｺﾉｶ            京都大              大4         

 7 学中部   346 駒崎　絢音          ｺﾏｻﾞｷ ｱﾔﾈ           金沢大              大4         
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 2組
 0 学北部   864 堀内　望玖          ﾎﾘｳﾁ ﾐｸ             弘前大              大2         

 1 学北部   833 曲山　碧海          ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ﾀﾏﾐ          北海道大            大2         

 2 学関東   214 井上　礼佳          ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ            東京工業大          大1         

 3 学中部   247 川島　千明          ｶﾜｼﾏ ﾁｱｷ            名古屋大            大3         

 4 学中部   288 上山　愛莉          ｳｴﾔﾏ ｱｲﾘ            静岡大              大1         

 5 学関東   177 横田　和花          ﾖｺﾀ ﾜｶ              千葉大              大4         

 6 学関東   113 都築　あい          ﾂﾂﾞｷ ｱｲ             東京農工大          大3         

 7 学中部   350 奥村　楓花          ｵｸﾑﾗ ﾌｳｶ            金沢大              大1         

 8 学関東    28 松田　菜那          ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ             横浜市立大          大2         

 9 学中国   655 山﨑　桃佳          ﾔﾏｻｷ ﾓﾓｶ            松江工業高専        大2         

 3組
 0 学北部   859 須藤　夕喜          ｽﾄﾞｳ ﾕｳｷ            弘前大              大4         

 1 学九州   794 中川　暁音          ﾅｶｶﾞﾜ ｱｶﾈ           名桜大              大3         

 2 学関西   482 千住　響子          ｾﾝｼﾞｭｳ ｷｮｳｺ         神戸大              大2         

 3 学中部   325 森内　瑠菜          ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ             愛知教育大          大4         

 4 学関東   148 泉　　遥叶          ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ            筑波大              大2         

 5 学九州   783 有村　咲希          ｱﾘﾑﾗ ｻｷ             鹿屋体育大          大1         

 6 学関西   514 豊田　光彩          ﾄﾖﾀ ﾐｻ              京都大              大4         

 7 学北部   819 渡会　日菜          ﾜﾀﾗｲ ﾋﾅ             山形大              大2         

 8 学関西   431 太田ひまわり        ｵｵﾀ ﾋﾏﾜﾘ            大阪大              大4         

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

 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 学中国   627 髙尾　青奈          ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ             鳥取大              大2         

 2 学関東   223 秋谷　里実          ｱｷﾔ ｻﾄﾐ             群馬大              大4         

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

 4 学関東   147 三浦　理音          ﾐｳﾗ ﾘｵﾝ             筑波大              大3         

 5 学北部   838 浅沼　芽依          ｱｻﾇﾏ ﾒｲ             岩手大              大1         

 6 学中国   561 土居　明莉          ﾄﾞｲ ｱｶﾘ             愛媛大              大1         

 7 学九州   728 品田　優衣          ｼﾅﾀﾞ ﾕｲ             鹿児島大            大3         

 8 学関東   229 湯本　真季          ﾕﾓﾄ ﾏｷ              高崎経済大          大3         

 9 学中部   248 齋藤　　希          ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ           名古屋大            大4         

 5組
 0 学中部   264 山浦　結衣          ﾔﾏｳﾗ ﾕｲ             岐阜大              大2         

 1 学関西   460 赤沢　萌絵          ｱｶｻﾞﾜ ﾓｴ            大阪公立大          大2         

 2 学九州   694 吉田　朝美          ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾐ            九州大              大3         

 3 学中部   263 小坪　朋夏          ｺﾂﾎﾞ ﾄﾓｶ            岐阜大              大3         

 4 学九州   772 吉原　杏実          ﾖｼﾊﾗ ｱﾐ             鹿屋体育大          大4         

 5 学中国   590 津島　光希          ﾂｼﾏ ﾐﾂｷ             岡山大              大1         

 6 学中国   586 卷幡　　樂          ﾏｷﾊﾀ ﾗｸ             岡山大              大4         

 7 学関西   455 千葉　喬子          ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ            大阪公立大          大4         

 8 学九州   730 井上　采子          ｲﾉｳｴ ｻｴｺ            鹿児島大            大2         

 9 学中国   609 成田　佳乃          ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ             広島大              大1         


