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1 Block-1 小川瑠衣 園田学園女子大学

岩岡芹香 園田学園女子大学 小川瑠衣 / 岩岡芹香

2 bye    

bye

3 住山千裕 同志社大学    

西川彩華 同志社大学

4 田中亜依 京都産業大学    WINNER
清水　希帆 京都産業大学

5 加賀美愛 大阪公立大学    
大川こなみ 大阪公立大学

6 小出萌 関西外国語大学    

中島亜希子 関西外国語大学

7 清水天万音 大阪大学    

泥優奈 神戸大学

8 大土井なつ海 武庫川女子大学    
茂住玲奈 武庫川女子大学

1 Block-2 佐藤葉菜 園田学園女子大学    

中西莉央 園田学園女子大学 佐藤葉菜 / 中西莉央

2 bye    

bye

3 長内麻実 武庫川女子大学    

宮西梨菜 武庫川女子大学

4 山本明佳 天理大学    WINNER
白須真有 天理大学

5 片岡亜友 甲南女子大学    
高市ゆう 甲南女子大学

6 小谷真生 同志社大学    

倉　知寿子 同志社大学

7 永井　希々花 京都産業大学    

比嘉　恭伽 京都産業大学

8 河合歩 関西外国語大学    
伊藤綾乃 関西外国語大学

Block 1～16
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1 Block-3 松田萌花 関西外国語大学    

佐野楓夏 関西外国語大学 松田萌花 / 佐野楓夏

2 bye    

bye

3 石丸日菜 甲南女子大学    

森田心寧 甲南女子大学

4 奥谷　寧彩 大阪体育大学    WINNER
上村倫実 大阪体育大学

5 臺涼華 園田学園女子大学    
高橋英 園田学園女子大学

6 杉本美奈 佛教大学    

高木　和花 佛教大学

7 松岡　紗輝 追手門学院大学    

松下華恋 追手門学院大学

8 西山朋菜 京都産業大学    
武田奈都子 京都産業大学

1 Block-4 人見麗 神戸松蔭女子学院大学    

武本萌衣 神戸松蔭女子学院大学 人見麗 / 武本萌衣

2 bye    

bye

3 渡邊和音 佛教大学    

土屋　すみれ 佛教大学

4 川越咲良 立命館大学    WINNER
大西彩那 立命館大学

5 浅田　梨湖 京都大学    
馬越　咲彩 京都大学

6 北川凜 大阪公立大学    

橘春花 大阪公立大学

7 中塚　理乃 神戸親和女子大学    

山田　未來 神戸親和女子大学

8 松本安耶子 関西外国語大学       

小野遥 関西外国語大学
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1 Block-5 安本華音 甲南大学

川上幸夏 甲南大学 安本華音 / 川上幸夏

2 bye    

bye

3 六車祐里佳 関西大学    

長藤陽菜 関西大学

4 石橋 和 和歌山大学    WINNER
大木　優実 和歌山大学

5 塩田侑良 大阪体育大学    
宮城利佳 大阪体育大学

6 片山美咲 関西外国語大学    

角南瑠衣 関西外国語大学

7 岡本実桜 滋賀大学    

高見真由 滋賀大学

8 牧由貴菜 同志社大学    
山東みれい 同志社大学

1 Block-6 石川　こころ 姫路大学    

上林　真奈 姫路大学 石川　こころ / 上林　真奈

2 bye    

bye

3 山﨑菜央 龍谷大学    

井上光咲 龍谷大学

4 喜多純香 関西外国語大学    WINNER
野澤葵 大阪教育大学

5 花田瑠菜 滋賀大学    
谷山愛 滋賀大学

6 若林芽衣 同志社大学    

伊藤詩穂 同志社大学

7 藤田　紗季 大阪体育大学    

橘葵 大阪体育大学

8 濱崎葵 立命館大学    
井置秀果 立命館大学
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1 Block-7 渡邉来夢 関西学院大学    

西本稲音 関西学院大学 渡邉来夢 / 西本稲音

2 bye    

bye

3 岩岡咲希 神戸親和女子大学    

西尾　鈴 神戸親和女子大学

4 竹原ゆり奈 園田学園女子大学    WINNER
溝口愛梨 園田学園女子大学

5 上田祐華 大阪成蹊大学    
中野　由惟 姫路大学

6 藤澤瑠菜 大阪産業大学    

山崎　未緒 大阪産業大学

7 幡井 希美 和歌山大学    

谷田 芽依 和歌山大学

8 中西夢乃 関西大学    
中川桃 関西大学

1 Block-8 兼田若奈 大阪教育大学    

坪井颯来 大阪教育大学 兼田若奈 / 坪井颯来

2 bye    

bye

3 堀口小夏 龍谷大学    

吉川木乃香 龍谷大学

4 伊丹さき 関西外国語大学    WINNER
中西梨音 関西外国語大学

5 松村琴音 びわこ成蹊スポーツ大学    
前田千瑠 びわこ成蹊スポーツ大学

6 川本菜々子 大阪成蹊大学    

玉城希 大阪成蹊大学

7 畔柳　和果 京都産業大学    

中西　真央 京都産業大学

8 上田真鈴 同志社大学    
尾山凜花 同志社大学
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1 Block-9 加田明日香 関西大学

村田千聡 関西大学 加田明日香 / 村田千聡

2 bye    

bye

3 林里音 関西外国語大学    

東奈央 関西外国語大学

4 石丸利恵 大阪大学    WINNER
高崎実菜美 大阪大学

5 人見　花帆 京都大学    
野方　美咲 京都大学

6 湯谷　友梨 同志社女子大学    

山口  美柚 同志社女子大学

7 津村　佳菜 大阪体育大学    

吉井ひかり 大阪体育大学

8 藤原加那 甲南大学    
井上美月 甲南大学

1 Block-10 内匠絵菜 関西学院大学    

森川瞳 関西学院大学 内匠絵菜 / 森川瞳

2 bye    

bye

3 パティス　なな 姫路大学    

矢羽多　菜月 姫路大学

4 井上聖蘭 龍谷大学    WINNER
岡明澄 龍谷大学

5 久保歩香 武庫川女子大学    
岡田毬 武庫川女子大学

6 緑川　可菜 大阪体育大学    

春貝地佐奈 大阪体育大学

7 大久保柚南 滋賀大学    

江戸紗奈 滋賀大学

8 東由唯 関西外国語大学    
藤原真優 関西外国語大学
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1 Block-11 松山明日葉 同志社大学    

菰方里奈 同志社大学 松山明日葉 / 菰方里奈

2 bye    

bye

3 堀内　愛紀 和歌山大学    

濱　心咲 和歌山大学

4 藤原美緒 大阪学院大学    WINNER
山根彩花 大阪学院大学

5 財部友里 関西外国語大学    
松下千織 関西外国語大学

6 永山心萌 大阪公立大学    

西垣友貴 大阪公立大学

7 山中木葉 大阪電気通信大学    

時松鈴奈 大阪電気通信大学

8 松井　志乃 姫路大学    
小林　一愛 姫路大学

1 Block-12 松田　秋希 姫路大学    

眞鍋　楓果 姫路大学 松田　秋希 / 眞鍋　楓果

2 bye    

bye

3 武田明里 関西学院大学    

村上聡野 関西学院大学

4 大場美和 大阪大学    WINNER
池田玖実 大阪大学

5 紙谷百花 立命館大学    
清瀧愛海 神戸松蔭女子学院大学

6 竹内愛梨 関西外国語大学    

平林さち 関西外国語大学

7 森下美優 園田学園女子大学    

福岩莉子 園田学園女子大学

8 升崎月乃 武庫川女子大学       

長沼利沙 武庫川女子大学
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1 Block-13 森田彩来 関西学院大学

奥野柚来 関西学院大学 森田彩来 / 奥野柚来

2 bye    

bye

3 三好　里沙 大阪体育大学    

比留井渉夢 大阪体育大学

4 前川真里奈 神戸大学    WINNER
丸尾優奈 神戸大学

5 清水祐菜 びわこ成蹊スポーツ大学    
佐口珠穂 びわこ成蹊スポーツ大学

6 鎌倉　汐里 姫路大学    

山嵜　さくら 姫路大学

7 鱸有紀子 関西外国語大学    

山田彩 関西外国語大学

8 坂口あやの 同志社大学    
不田妃芽乃 同志社大学

1 Block-14 松木鈴 甲南大学    

小林恵梨子 甲南大学 松木鈴 / 小林恵梨子

2 bye    

bye

3 竹本千夏 武庫川女子大学    

田村陽 武庫川女子大学

4 石井結子 関西国際大学    WINNER
桑島萌 関西国際大学

5 岩井萌花 大阪体育大学    
川西由芽 大阪体育大学

6 石川実咲 大阪公立大学    

永田ほの香 大阪公立大学

7 橋本有花 関西外国語大学    

藤本帆花 関西外国語大学

8 川上陽捺 神戸松蔭女子学院大学    
中村姫乃 神戸松蔭女子学院大学
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1 Block-15 加藤　智奈 大阪体育大学    

福本　有杏 大阪体育大学

2 林明日香 神戸松蔭女子学院大学    

尹曙淵 神戸松蔭女子学院大学

3 鷲田　梨乃 京都大学    

奥村 穂 京都大学

4 井上　莉帆 佛教大学    WINNER
北村　彩佑里 佛教大学

5 藤原黎 神戸市外国語大学    
松倉萌々奈 神戸市外国語大学

6 西田杏美 関西外国語大学    

溝邊真央 関西外国語大学

7 濱あゆみ 立命館大学    

渡邉那々香 立命館大学

8 梶原和子 同志社大学    
小林弥波 同志社大学

1 Block-16 横井優 立命館大学    

岡山千穂 立命館大学

2 河野　彩奈 姫路大学    

原　唯華 姫路大学

3 塩路デュアーアグネス 大阪国際大学    

丸谷美風 大阪国際大学

4 山村詩織 奈良女子大学    WINNER
栗尾美羽 天理大学

5 堂本玲子 神戸親和女子大学    
野本　蒼乃 神戸親和女子大学

6 森萌希 関西外国語大学    

山口夏海 関西外国語大学

7 木全桃子 武庫川女子大学    

山本詩菜 武庫川女子大学

8 坂江美空 大阪教育大学    
今井雪乃 大阪教育大学
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