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 1組
 0

 1

 2 学関西   434 河野　　遥          ｶﾜﾉ ﾊﾙｶ             大阪大              大2         

 3 学関東   180 遠藤　凪紗          ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｷﾞｻ          千葉大              大2         

 4 学九州   672 福入　　和          ﾌｸｲﾘ ﾔﾏﾄ            九州工業大          大2         

 5 学関西   481 友定　佳那          ﾄﾓｻﾀﾞ ｶﾅ            神戸大              大4         

 6 学中国   572 沼田　彩那          ﾇﾏﾀ ｱﾔﾅ             島根大              大2         

 7 学中部   345 西川　亜矢          ﾆｼｶﾜ ｱﾔ             金沢大              大3         
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 9

 2組
 0 学関東   115 大滝三佐子          ｵｵﾀｷ ﾐｻｺ            東京農工大          大3         

 1 学関東    78 菊池和花奈          ｷｸﾁ ﾜｶﾅ             東京都立大          大1         

 2 学中部   357 服部　夏希          ﾊｯﾄﾘ ﾅﾂｷ            福井大              大1         

 3 学関東    75 渡部　梨奈          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ            東京都立大          大2         

 4 学中部   358 蘆江　彩加          ｱｼｴ ｱﾔｶ             福井大              大1         

 5 学関西   517 下田　　桜          ｼﾓﾀﾞ ｻｸﾗ            京都大              大2         

 6 学中国   587 小川　友子          ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ            岡山大              大4         

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

 8 学中国   616 戸上由美子          ﾄｶﾞﾐ ﾕﾐｺ            香川大              大1         

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

 3組
 0 学関東   151 浦田　愛美          ｳﾗﾀ ﾏﾅﾐ             筑波大              大2         

 1 学九州   740 晩田　光咲          ﾊﾞﾝﾀﾞ ﾐｻｷ           宮崎大              大2         

 2 学北部   845 三尾夏奈子          ﾐｵ ｶﾅｺ              秋田大              大3         

 3 学中国   628 遠藤　香乃          ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾉ            鳥取大              大2         

 4 学関東   234 大川　萌里          ｵｵｶﾜ ﾓｴﾘ            宇都宮大            大3         

 5 学中部   387 西山　桃子          ﾆｼﾔﾏ ﾓﾓｺ            石川県立大          大2         

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

 7 学関西   526 八田桃心月          ﾊｯﾀ ﾐﾑﾙ             滋賀県立大          大1         

 8 学中部   354 滝　　裕美          ﾀｷ ﾕｳﾐ              福井大              大2         

 9 学関東   158 長塚　美月          ﾅｶﾞﾂｶ ﾐﾂｷ           東京海洋大          大3         

 4組
 0 学中部   296 奥田　怜那          ｵｸﾀﾞ ﾚｲﾅ            三重大              大4         

 1 学関東   210 吉田あかり          ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ            東京工業大          大2         

 2 学北部   831 石原　江瑚          ｲｼﾊﾗ ｴｺ             北海道大            大4         

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

 4 学関東   222 會澤　　唯          ｱｲｻﾞﾜ ﾕｲ            群馬大              大1         

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

 6 学関東    70 藤本　凜子          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾝｺ           東京都立大          大3         

 7 学関西   495 染矢　和沙          ｿﾒﾔ ﾅｷﾞｻ            和歌山大            大4         

 8 学関東   224 舟橋　祐美          ﾌﾅﾊﾞｼ ﾕﾐ            群馬大              大3         

 9 学中国   652 梶谷　美夏          ｶｼﾞﾀﾆ ﾐﾅﾂ           松江工業高専        大2         

 5組
 0 学北部   866 早川　夏夢          ﾊﾔｶﾜ ﾅﾂﾑ            札幌医科大          大4         

 1 学中部   347 小村　　望          ｺﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ            金沢大              大4         

 2 学関東   179 井林　倖菜          ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾅ           千葉大              大3         

 3 学中国   559 濱家　未来          ﾊﾏｲｴ ﾐｷ             愛媛大              大2         

 4 学中部   333 大鐘　結衣          ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ            愛知教育大          大3         

 5 学北部   813 小野　真愛          ｵﾉ ﾏｲ               東北大              大1         

 6 学中部   326 新井ゆきの          ｱﾗｲ ﾕｷﾉ             愛知教育大          大4         

 7 学九州   788 藤村　夏奈          ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾅ            北九州市立大        大4         

 8 学関東    20 森　みかさ          ﾓﾘ ﾐｶｻ              東京学芸大          大2         

 9 学中部   265 千原　日那          ﾁﾊﾗ ﾋﾅ              岐阜大              大1         
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 6組
 0 学中部   311 川﨑　　桃          ｶﾜｻｷ ﾓﾓ             名古屋市立大        大1         

 1 学中部   284 大濱　朋音          ｵｵﾊﾏ ﾄﾓﾈ            静岡大              大2         

 2 学北部   844 遠藤　真思          ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｵ            秋田大              大3         

 3 学中部   246 下原あゆみ          ｼﾓﾊﾗ ｱﾕﾐ            名古屋大            大4         

 4 学関東   146 片桐　珠実          ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ           筑波大              大3         

 5 学北部   814 木口　真優          ｷｸﾞﾁ ﾏﾕ             東北大              大1         

 6 学中国   647 天木　智尋          ｱﾏｷ ﾁﾋﾛ             山口大              大3         

 7 学九州   750 後藤　梨乃          ｺﾞﾄｳ ﾘﾉ             琉球大              大2         

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

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

 7組
 0 学関東   183 平本　夏海          ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂﾐ            千葉大              大1         

 1 学九州   696 濱田はるか          ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ            九州大              大1         

 2 学関西   527 中村　優月          ﾅｶﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ           滋賀県立大          大1         

 3 学関西   516 熊川ひなた          ｸﾏｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ           京都大              大3         

 4 学関東   153 井田　真由          ｲﾀﾞ ﾏﾕ              筑波大              大1         

 5 学関西   435 福井梨香子          ﾌｸｲ ﾘｶｺ             大阪大              大1         

 6 学関東    22 菊地　智与          ｷｸﾁ ﾄﾓﾖ             東京学芸大          大1         

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

 8 学関西   523 岡山　華音          ｵｶﾔﾏ ｶﾉﾝ            滋賀大              大1         

 9 学関東    29 中島　胡桃          ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾙﾐ           横浜市立大          大3         


