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学校

1組
1

2 滋    賀 2506 山元　亜衣 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ
ｼｶﾞ 2517 稲森あゆみ ｲﾅﾓﾘ ｱﾕﾐ 大1

2515 加藤　朋子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 大4
2516 岡留亜里沙 ｵｶﾄﾞﾒ ｱﾘｻ 大2

3 兵    庫 2847 田中　　結 ﾀﾅｶ ﾕｲ 大3
ﾋｮｳｺﾞ 2850 奥田　実鈴 ｵｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 大1

2851 上島　美香 ｳｴｼﾞﾏ ﾐｶ 大4
2840 宮脇　星子 ﾐﾔﾜｷ ｾｲｺ 大4

4 埼    玉 1106 小林　瑠那 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 大3
ｻｲﾀﾏ 1110 林　　由記 ﾊﾔｼ ﾕｷ 大3

1114 根岸　茉美 ﾈｷﾞｼ ﾏﾐ 大1
1108 真島枝里子 ﾏｼﾏ ｴﾘｺ 大3

5 大    阪 2740 寺川　　綾 ﾃﾗｶﾜ ｱﾔ 大2
ｵｵｻｶ 2741 川辺芙美子 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾌﾐｺ 大2

2744 堀家　未央 ﾎﾘｹ ﾐｵ 大3
2742 吉神　　歩 ﾖｼｶﾞﾐ ｱﾕﾐ 大1

6 新    潟 1716 川瀨　幸恵 ｶﾜｾ ﾕｷｴ 大2
ﾆｲｶﾞﾀ 1713 近藤ゆかり ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｶﾘ 大3

1715 押味　正恵 ｵｼﾐ ﾏｻｴ 大1
1714 山田　渥美 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾐ 大4

7 京    都 2604 下田　　彩 ｼﾓﾀﾞ ｱﾔ 大3
ｷｮｳﾄ 2640 徳田　敦子 ﾄｸﾀﾞ ｱﾂｺ 大2

2625 清水麻奈実 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾐ 大2
2623 数本　夏子 ｶｽﾞﾓﾄ ﾅｵｺ 大3

8 群    馬 1035 野辺のぞみ ﾉﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 大3
ｸﾞﾝﾏ 1013 貴田　真美 ｷﾀﾞ ﾏﾐ 大2

1007 野村　明香 ﾉﾑﾗ ｻﾔｶ 大1
1014 貴田　裕美 ｷﾀﾞ ﾕﾐ 大1
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2 福    岡 4035 勝野　早代 ｶﾂﾉ ｻﾖ 大2
ﾌｸｵｶ 4030 宮崎　友歌 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓｶ 大1

4036 高鍋　絵美 ﾀｶﾅﾍﾞ ｴﾐ 大1
4031 高森　早希 ﾀｶﾓﾘ ｻｷ 大2

3 愛    知 2248 熊崎　佳織 ｸﾏｻﾞｷ ｶｵﾘ 大4
ｱｲﾁ 2235 坂口　結子 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｺ

2243 牧野　亜弓 ﾏｷﾉ ｱﾕﾐ 大3
2246 長谷川幸美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾐ 大1

4 千    葉 1237 村川亜里沙 ﾑﾗｶﾜ ｱﾘｻ 大2
ﾁﾊﾞ 1239 縄田さなえ ﾅﾜﾀ ｻﾅｴ 大1

1235 重田智絵美 ｼｹﾞﾀ ﾁｴﾐ 大1
1236 青柳　　舞 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｲ 大3

5 神 奈 川 1440 中村　礼子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ 大4
ｶﾅｶﾞﾜ 1420 佐藤かほり ｻﾄｳ ｶﾎﾘ

1415 宮竹　由紀 ﾐﾔﾀｹ ﾕｷ 大1
1419 佐々木純子 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｺ 大2

6 東    京 1309 伊藤　華英 ｲﾄｳ ﾊﾅｴ 大2
ﾄｳｷｮｳ 1312 佐久間敦子 ｻｸﾏ ｱﾂｺ 大3

1311 吉谷　玲奈 ﾖｼﾀﾆ ﾚｲﾅ 大1
1306 新槙香奈子 ｱﾗﾏｷ ｶﾅｺ 大2

7 静    岡 2144 松山　孝美 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾐ 大1
ｼｽﾞｵｶ 2145 川端  一世 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾖ 大4

2139 川崎　晴菜 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾅ 大2
2146 浦田奈々美 ｳﾗﾀ ﾅﾅﾐ 大3

8 岡    山 3333 森本　倫枝 ﾓﾘﾓﾄ ﾉﾘｴ 大1
ｵｶﾔﾏ 3332 赤木裕加子 ｱｶｷﾞ ﾕｶｺ 大2

3328 永瀬　陽香 ﾅｶﾞｾ ﾊﾙｶ 大2
3323 山田　　香 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾘ

9 宮    城
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