
氏名 ふりがな 所属
1 黒須　佑実 くろす　ゆみ 学習院大学
2 高塚　悠希子 たかつか　ゆきこ 学習院大学
3 才藤　歩夢 さいとう　あゆむ 株式会社マイナビ
4 桑田　晴香 くわた　はるか 関西学院大学
5 大北　美来 おおきた　みらい 関西学院大学
6 岩同　ひまわり いわどう　ひまわり 関西学院大学
7 色摩　美朝 しかま　みのり 関西学院大学
8 巌　香蓮 いわお　かれん 関西学院大学
9 川越　愛美 かわごえ　まなみ 関西学院大学
10 原田　紗希 はらだ　さき 慶應義塾大学
11 脇　成実 わき　なるみ 慶應義塾大学
12 市川　万里子 いちかわ　まりこ 慶應義塾大学
13 久末　汐里 ひさすえ　しおり 慶應義塾大学
14 大澤　佳恵 おおさわ　かえ 青山学院大学
15 松本　麻海 まつもと　あみ 青山学院大学
16 松原　未央 まつばら　みお 青山学院大学
17 成田　琉夏 なりた　るか 専修大学
18 山田　瑞樹 やまだ　みずき 専修大学
19 二階堂　光明 にかいどう　ひかり 専修大学
20 川島　千乃 かわしま　ちの 専修大学
21 星野　舞衣 ほしの　まい 専修大学
22 西脇　有咲 にしわき　ありさ 専修大学
23 澤浦　美玖 さわうら　みく 早稲田大学
24 駒場　みなみ こまば　みなみ 早稲田大学
25 村上　夏希 むらかみ　なつき 早稲田大学
26 中島　美月 なかじま　みつき 早稲田大学
27 影山　野希花 かげやま　ののか 早稲田大学
28 市ヶ谷　真奈実 いちがたに　まなみ 中央大学
29 益田　椎菜 ますだ　しいな 中京大学
30 小田　みはる おだ　みはる 中京大学
31 尾矢　二千花 おや　にちか 中京大学
32 高橋　里衣 たかはし　りえ 中京大学
33 徳島　沙恵 とくしま　さえ 中京大学
34 辻本　季音 つじもと　ときね 中京大学
35 小塚　麻由 こづか　まゆ 朝日大学
36 佐藤　萌笑 さとう　もえみ 朝日大学
37 田中　あや たなか　あや 朝日大学
38 永嶋　桃名 ながしま　とうな 朝日大学
39 石榑　麗 いしぐれ　うらら 朝日大学
40 水野　佳音 みずの　かの 東京女子体育大学
41 千葉　亜紗美 ちば　あさみ 東京女子体育大学
42 中村　遥香 なかむら　はるか 東京農業大学
43 鈴木　薫代 すずき　ゆきよ 東京農業大学
44 山口　優香 やまぐち　ゆうか 東京農業大学
45 山口　みなみ やまぐち　みなみ 東京農業大学
46 成田　絵美佳 なりた　えみか 東京農業大学
47 小笠原　彩乃 おがさわら　あやの 東北学院大学
48 吉村　美穂 よしむら　みほ 同志社大学
49 松本　里音 まつもと　りおん 日本女子体育大学
50 山口　美里 やまぐち　みさと 日本体育大学
51 池田　茉佑 いけだ　まゆ 日本体育大学
52 山下　ちはる やました　ちはる 日本体育大学
53 渡部　有未 わたなべ　あみ 日本体育大学
54 登坂　梨乃 とさか　りの 日本大学
55 馬場　晴菜 ばば　はるな 日本大学
56 吉松　琳果 よしまつ　りんか 日本大学
57 中浦　柚樹 なかうら　ゆずき 日本大学
58 河瀬　珠恵 かわせ　たまえ 日本大学
59 金氣　愛華 かねき　まなか 日本大学
60 山下　遥乃 やました　はるの 日本大学
61 田中　那海 たなか　なみ 日本大学
62 髙嶌　乙羽 たかしま　おとは 日本大学
63 鈴木　詩 すずき　うた 法政大学
64 前田　友菜 まえだ　ゆうな 法政大学
65 新井　ひより あらい　ひより 法政大学
66 加藤　有紗 かとう　ありさ 法政大学
67 星　純玲 ほし　すみれ 明治大学
68 森本　菜月 もりもと　なつき 明治大学
69 坂場　有華 さかじょう　ありか 明治大学
70 髙木　綾 たかぎ　あや 明治大学
71 中村　優里 なかむら　ゆり 明治大学
72 小佐井　彩花 こさい　あやか 明治大学
73 加藤　早絵 かとう　さえ 立命館大学
74 美﨑　砂彩 みさき　さあや 立命館大学
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