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 3 学北部   810 前田あゆみ          ﾏｴﾀﾞ ｱﾕﾐ            東北大              大3         

 4 学関東    30 小畑　桜子          ｵﾊﾞﾀ ｻｸﾗｺ           横浜市立大          大1         

 5 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 学九州   787 西田　彩恵          ﾆｼﾀﾞ ｻｴ             北九州市立大        大4         

 1 学関東   105 水野あかり          ﾐｽﾞﾉ ｱｶﾘ            東京大              大3         

 2 学北部   860 中川　愛佳          ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲｶ           弘前大              大3         

 3 学関東    19 前田　ゆい          ﾏｴﾀ ﾕｲ              東京学芸大          大3         

 4 学中部   329 関根　澪央          ｾｷﾈ ﾐｵ              愛知教育大          大3         

 5 学九州   776 寺坂　優里          ﾃﾗｻｶ ﾕｳﾘ            鹿屋体育大          大3         

 6 学中部   337 服部あかり          ﾊｯﾄﾘ ｱｶﾘ            愛知教育大          大1         

 7 学関西   436 福武　由花          ﾌｸﾀｹ ﾕｶ             大阪大              大1         

 8 学中部   250 藤井ひな子          ﾌｼﾞｲ ﾋﾅｺ            名古屋大            大2         

 9 学中部   297 宮部　夏帆          ﾐﾔﾍﾞ ﾅﾂﾎ            三重大              大3         

 3組
 0 学中国   602 上田　瑞貴          ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ           広島大              大4         

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

 2 学関西   456 中西　梨予          ﾅｶﾆｼ ﾘﾖ             大阪公立大          大2         

 3 学中部   323 小川　真尋          ｵｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ            愛知教育大          大4         

 4 学九州   782 後野　真衣          ｳｼﾛﾉ ﾏｲ             鹿屋体育大          大1         

 5 学九州   774 田中さくら          ﾀﾅｶ ｻｸﾗ             鹿屋体育大          大3         

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

 7 学関西   429 平嶋　美月          ﾋﾗｼﾏ ﾐﾂﾞｷ           大阪大              大4         

 8 学関東   211 山澤佳那子          ﾔﾏｻﾜ ｶﾅｺ            東京工業大          大3         

 9 学関西   457 久井　花恋          ﾋｻｲ ｶﾚﾝ             大阪公立大          大3         

 4組
 0 学九州   695 中野　　桜          ﾅｶﾉ ｻｸﾗ             九州大              大1         

 1 学九州   796 齋藤　千瑛          ｻｲﾄｳ ﾁｱｷ            名桜大              大2         

 2 学中部   384 真柄　結衣          ﾏｶﾞﾗ ﾕｲ             新潟大              大1         

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

 4 学関東   143 飯塚　千遥          ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ            筑波大              大4         

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

 6 学九州   729 池田　芽生          ｲｹﾀﾞ ﾒｲ             鹿児島大            大4         

 7 学中国   630 檜尾　美和          ﾋﾉｷｵ ﾐﾜ             高知大              大3         

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

 9 学九州   795 佐藤　　悠          ｻﾄｳ ﾊﾙｶ             名桜大              大2         


