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 1組
 0
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 2 学関西   454 森藤　日菜          ﾓﾘﾄｳ ﾋﾅ             大阪公立大          大4         

 3 学北部   861 田村　若菜          ﾀﾑﾗ ﾜｶﾅ             弘前大              大2         

 4 学中国   604 佐多　純夏          ｻﾀ ｽﾐｶ              広島大              大3         

 5 学関東   159 比嘉香咲花          ﾋｶﾞ ｺｻｶ             東京海洋大          大1         

 6 学関東   197 中村　梨南          ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ             防衛大              大4         
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 2組
 0 学九州   713 横尾小百合          ﾖｺｵ ｻﾕﾘ             熊本県立大          大3         

 1 学北部   834 岡野　　栞          ｵｶﾉ ｼｵﾘ             北海道大            大1         

 2 学関東   103 田中　希実          ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ            東京大              大4         

 3 学関東   108 小野﨑　歩          ｵﾉｻﾞｷ ｱﾕﾐ           東京大              大2         

 4 学関東   104 新井　佑奈          ｱﾗｲ ﾕｳﾅ             東京大              大4         

 5 学中国   617 天野　有彩          ｱﾏﾉ ｱﾘｻ             香川大              大1         

 6 学関西   518 森花　来未          ﾓﾘﾊﾅ ｸﾙﾐ            京都大              大2         

 7 学関東   178 宮下　真衣          ﾐﾔｼﾀ ﾏｲ             千葉大              大3         

 8 学関西   525 島末　結加          ｼﾏｽｴ ﾕｲｶ            奈良女子大          大1         

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

 3組
 0 学中国   558 峯村　悠月          ﾐﾈﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ           愛媛大              大1         

 1 学中国   605 小野百々香          ｵﾉ ﾓﾓｶ              広島大              大3         

 2 学関東   226 井野　凪紗          ｲﾉ ﾅｷﾞｻ             群馬大              大1         

 3 学中部   331 大島　彩奈          ｵｵｼﾏ ｱﾔﾅ            愛知教育大          大3         

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

 5 学中部   328 安藤　綾美          ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ           愛知教育大          大4         

 6 学関東    18 久保田真帆          ｸﾎﾞﾀ ﾏﾎ             東京学芸大          大3         

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

 8 学中国   603 笠井　美歩          ｶｻｲ ﾐﾎ              広島大              大3         

 9 学九州   739 坂本　愛羽          ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾊ            宮崎大              大2         

 4組
 0 学九州   706 佐松　理子          ｻﾏﾂ ﾘｺ              熊本大              大3         

 1 学関東   230 中丸　　遥          ﾅｶﾏﾙ ﾊﾙｶ            高崎経済大          大2         

 2 学関東    23 山本　優菜          ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ            東京学芸大          大1         

 3 学北部   812 石川　海音          ｲｼｶﾜ ﾐｵ             東北大              大1         

 4 学関東    24 宮下　紗伎          ﾐﾔｼﾀ ｻｷ             東京学芸大          大1         

 5 学関西   408 藤澤依里子          ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘｺ           大阪教育大          大1         

 6 学関東   200 角野　久桐          ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ            防衛大              大1         

 7 学中国   648 矢野帆乃果          ﾔﾉ ﾎﾉｶ              山口大              大2         

 8 学九州   707 副嶋　夏葵          ｿｴｼﾞﾏ ﾅﾂｷ           熊本大              大2         

 9 学関東    61 上路　奏来          ｼﾞｮｳｼﾞ ｿﾗ           埼玉大              大2         

 5組
 0 学九州   661 世古　万琴          ｾｺ ﾏｺﾄ              福岡教育大          大1         

 1 学北部   867 森田　春香          ﾓﾘﾀ ﾊﾙｶ             札幌医科大          大1         

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

 3 学九州   780 黒田　絢子          ｸﾛﾀﾞ ｱﾔｺ            鹿屋体育大          大1         

 4 学関東   152 髙橋　奈々          ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ             筑波大              大2         

 5 学関東   145 平林　優花          ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ          筑波大              大3         

 6 学関西   462 勝野　花菜          ｶﾂﾉ ﾊﾅ              大阪公立大          大2         

 7 学九州   731 酒匂　春奈          ｻｺｳ ﾊﾙﾅ             鹿児島大            大1         

 8 学関西   430 松本　和海          ﾏﾂﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ           大阪大              大4         

 9 学関西   433 中西　柚香          ﾅｶﾆｼ ﾕｽﾞｶ           大阪大              大3         


