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 1組
 0
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 2 学中部   351 瀬戸山陽子          ｾﾄﾔﾏ ﾊﾙｺ            金沢大              大1         

 3 学中部   262 柳本　麻衣          ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾏｲ           岐阜大              大4         

 4 学関西   458 福井　　緑          ﾌｸｲ ﾐﾄﾞﾘ            大阪公立大          大3         

 5 学中部   300 西塚　笑香          ﾆｼﾂﾞｶ ｴﾐｶ           三重大              大2         

 6 学関西   519 竹本　杏美          ﾀｹﾓﾄ ｱｽﾞﾐ           京都大              大1         
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 2組
 0 学中国   658 田中ひな子          ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ             山口理科大          大4         

 1 学中国   654 石橋愛美香          ｲｼﾊﾞｼ ｴﾐｶ           松江工業高専        大2         

 2 学九州   671 桑田陽予里          ｸﾜﾀﾞ ﾋﾖﾘ            九州工業大          大2         

 3 学関西   480 増田　夢菜          ﾏｽﾀﾞ ﾕﾒﾅ            神戸大              大4         

 4 学中部   356 小東　あい          ｺﾋｶﾞｼ ｱｲ            福井大              大2         

 5 学関西   432 明石　奈々          ｱｶｼ ﾅﾅ              大阪大              大4         

 6 学中国   639 柳川　陽菜          ﾔﾅｶﾞﾜ ﾋﾅ            海上保安大          大2         

 7 学関東   199 福富　真歩          ﾌｸﾄﾐ ﾏﾎ             防衛大              大1         

 8 学北部   832 中島　慶乃          ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾉ           北海道大            大3         

 9 学関西   524 吉本　凪沙          ﾖｼﾓﾄ ﾅｷﾞｻ           奈良女子大          大2         

 3組
 0 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         

 1 学九州   752 徳力　菜月          ﾄｸﾘｷ ﾅﾂｷ            琉球大              大1         

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

 3 学九州   714 渡邉　茉衣          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ            熊本県立大          大2         

 4 学九州   737 伊藤　夏海          ｲﾄｳ ﾅﾂﾐ             宮崎大              大3         

 5 学中国   608 濵田　莉緒          ﾊﾏﾀﾞ ﾘｵ             広島大              大1         

 6 学中部   361 中谷　茉樹          ﾅｶﾀﾆ ﾏｷ             富山大              大4         

 7 学関東   107 秡川　典子          ﾊﾗｲｶﾜ ﾉﾘｺ           東京大              大2         

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

 9 学中国   607 服部　百香          ﾊｯﾄﾘ ﾓﾓｶ            広島大              大1         

 4組
 0 学中部   355 永井　杏侑          ﾅｶﾞｲ ｱﾕ             福井大              大3         

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

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

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

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

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

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

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

 8 学北部   811 疋田　夏海          ﾋｷﾀ ﾅﾂﾐ             東北大              大1         

 9 学中部   252 渡辺　　栞          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ           名古屋大            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 学中部   335 羽田野　裕          ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳ             愛知教育大          大2         

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

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

 4 学関東   155 中村　実夢          ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ             筑波大              大1         

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

 6 学関西   483 北岡さくら          ｷﾀｵｶ ｻｸﾗ            神戸大              大1         

 7 学関東    16 山村　涼乃          ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ           東京学芸大          大4         

 8 学中国   589 大高八重子          ｵｵﾀｶ ﾔｴｺ            岡山大              大2         

 9 学北部   809 前田　春那          ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ            東北大              大3         
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 6組
 0 学関東   160 余村　莉菜          ﾖﾑﾗ ﾘﾅ              東京海洋大          大1         

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

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

 3 学関西   406 入江　望来          ｲﾘｴ ﾐｸ              大阪教育大          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   784 津隈　由子          ﾂｸﾏ ﾕｳｺ             鹿屋体育大          大1         

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

 7 学中部   332 石川　琴巳          ｲｼｶﾜ ｺﾄﾐ            愛知教育大          大3         

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

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

 7組
 0 学九州   741 日高　夏希          ﾋﾀﾞｶ ﾅﾂｷ            宮崎大              大1         

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

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

 3 学中国   615 荻田　朱理          ｵｷﾞﾀ ｱｶﾘ            香川大              大3         

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

 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   718 金田　美紅          ｶﾅﾀ ﾐｸ              佐賀大              大1         

 9 学中国   571 金納　恋海          ｶﾉｳ ｺｳﾐ             島根大              大2         


