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大学名 氏 名 フリ ガナ 出身校 学

年

青山学院大学 庄 易 ショウ エキ 富田高校 岐阜県 3 1

大正大学 矢口 絵梨 ヤグチ エリ 真岡女子高等学校 栃木県 3

早稲田大学 中島 彩希 ナカジマ サキ 敦賀高等学校 福井県 4 2

日本体育大学 山下 菜々美 ヤマシタ ナナミ 浜松修学舎高等学校 静岡県 1

早稲田大学 福岡 乃愛 フクオカ ノア 三田学園高等学校 兵庫県 2 3

國學院大学 鈴木 若葉 スズキ ワカバ 桜の聖母学院高等学校 福島県 1

中央大学 工藤 夢 クドウ ユメ 五所川原高等学校 青森県 3 4

東京富士大学 原田 優芽 ハラダ ユメ 桜の聖母学院高校 福島県 3

中央大学 川北 帆香 カワキタ ホノカ 正智深谷高校 埼玉県 2 5

専修大学 中山 恭花 ナカヤマ ノリカ 千葉県立幕張総合高等学校 千葉県 3

中央大学 大川 千尋 オオカワ チヒロ 四天王寺高校 大阪府 4 6

大正大学 遠藤 優葉 エンドウ ユウハ 横浜隼人高等学校 神奈川県 2

中央大学 伊藤 佑希子 イトウ ユキコ 札幌大谷高校 北海道 4 7

東京富士大学 伊東 みらい イトウ ミライ 磐城第一高校 福島県 1

中央大学 藤森 友菜 フジモリ ユナ 希望ヶ丘高等学校 福岡県 3 8

東洋大学 髙橋 智捺 タカハシ チナツ 桜の聖母学院高校 東京都 3

専修大学 永道 麻依加 ナガミチ マイカ 希望が丘高等学校 福岡県 4 9

東洋大学 新井 和夏葉 アライ ワカバ 湘南工科大学附属高等学校 神奈川県 1

専修大学 伊藤 みちる イトウ ミチル 慶成高等学校 熊本県 1 10

日本体育大学 横内 玲香 ヨコウチ レイカ 開志国際高校 新潟県 3

専修大学 平田 梨花 ヒラタ リカ 進徳女子高等学校 広島県 4 11

日本大学 寺坂 美優 テラサカ ミュウ 就実高校 岡山県 3

専修大学 町田 千尋 マチダ チヒロ 桜の聖母学院高等学校 福島県 2 12

中央大学 木村 花暢 キムラ カノン 聖和学園高等学校 宮城県 2

日本大学 渡辺 美華 ワタナベ ミカ 富田高校 岐阜県 4 13

日本体育大学 高橋 花 タカハシ ハナ 明豊高校 大分県 4

日本大学 高山 結女子 タカヤマ ユメコ 札幌大谷高校 北海道 4 14

専修大学 仲本 七虹 ナカモト ナナコ 希望が丘高等学校 福岡県 1

日本大学 萩井 菜津子 ハギイ ナツコ 四天王寺高等学校 大阪府 1 15

東京経済大学 武川 遥夏 タケカワ ハルカ 秋草学園高等学校 埼玉県 2

日本大学 首藤 美咲 シュドウ ミサキ 希望ヶ丘高校 福岡県 1 16

東洋大学 江口 詩織 エグチ シオリ 明誠高等学校 島根県 4



日本大学 工藤 向日葵 クドウ ヒマワリ 横浜隼人高校 神奈川県 4 17

東洋大学 金本 茉実 カネモト マミ 岩国商業高等学校 山口県 2

筑波大学 中田 絵梨奈 ナカタ エリナ 愛み大瑞穂高 愛知県 2 18

東洋大学 佐藤 瑠衣 サトウ ルイ 慶誠高等学校 熊本県 1

東洋大学 青木 萌恵 アオキ モエ 武蔵野高等学校 東京都 4 19

東京富士大学 上野 彩香梨 ウエノ アカリ 富田高校 岐阜県 1

東洋大学 杉本 果緒 スギモト カオ 希望が丘高等学校 福岡県 2 20

日本大学 柳内 碧 ヤナギウチ アオイ 育英高校 兵庫県 4

東洋大学 山口 結愛 ヤマグチ ユウア 日南学園高校 宮崎県 3 21

國學院大学 鯨津 萌々子 トキツ モモコ 進徳女子高校 広島県 2

日本体育大学 稲吉 美沙 イナヨシ ミサ 希望が丘高校 福岡県 3 22

専修大学 幸地 萌香 コウチ モカ 明誠高等学校 島根県 1

日本体育大学 川本 茉乃花 カワモト マノカ 萩光塩学院高校 山口県 2 23

日本大学 畑中 彩月季 ハタナカ サツキ 名古屋経済大学高蔵高等学校 愛知県 2

日本体育大学 横田 心 ヨコタ ココロ 土佐女子高等学校 高知県 1 24

筑波大学 米田 彩乃 ヨネタ アヤノ 秋田高 秋田県 2

日本体育大学 大槻 琴音 オオツキ コトネ 進徳女子高校 広島県 2 25

國學院大学 小野 日花里 オノ ヒカリ 明秀学園日立高等学校 茨城県 3

日本体育大学 岡野 莉奈 オカノ リナ 松商学園高校 長野県 4 26

青山学院大学 木田 美佑里 キダ ミユリ 桜丘高校 愛知県 1

大正大学 田中 木葉 タナカ コノハ 希望ヶ丘高等学校 福岡県 3 27

早稲田大学 曽根原 睦 ソネハラ ムツミ 文化学園大学杉並高等学校 東京都 4

大正大学 山本 千歳 ヤマモト チトセ 希望が丘高校 福岡県 2 28

日本大学 前田 愛佳 マエダ マナカ 日本女子体育大学附属二階堂高校 東京都 2

國學院大学 小畑 美菜 オバタ ミナ 横浜隼人高 神奈川県 4 29

日本体育大学 林 美郁 ハヤシ ミク 遊学館高校 石川県 2

國學院大学 泉田 和抄 イズミダ カズサ 遊学館高等学校 石川県 1 30

東洋大学 森下 愛菜 モリシタ アイナ 土佐女子高等学校 高知県 2

國學院大学 米満 真奈美 ヨネミツ マナミ 木更津総合高等学校 千葉県 3 31

青山学院大学 小林 莉歩 コバヤシ リホ 大成女子高校 茨城県 2

東京経済大学 石川 りりか イシカワ リリカ 和洋国府大女子高等学校 東京都 2 32

専修大学 沖胡 ひとみ オキエビス ヒトミ 山口県立岩国商業高等学校 山口県 3

慶應義塾大学 松本 紗陽花 マツモト サヤカ 日本女子大学付属高 東京都 3 33

専修大学 陳ケ尾 真子 ジンガオ マコ 和洋国府台女子高等学校 千葉県 1

早稲田大学 宮脇 心和子 ミヤワキ シオコ 鳥取敬愛高等学校 鳥取県 1 34

大正大学 洞毛 瑠香 ホラゲ ルカ 木更津総合高校 千葉県 4

中央大学 川畑 明日香 カワバタ アスカ 福井商業高校 福井県 1 35

大正大学 石井 日菜 イシイ ヒナ 木更津総合高等学校 千葉県 3



専修大学 甲斐 萌夏 カイ モエカ 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 愛知県 1 36

筑波大学 花木 愛理 ハナキ アイリ 日南学園高 宮崎県 3

専修大学 立川 朋佳 タチカワ トモカ 進徳女子高等学校 広島県 1 37

日本体育大学 関口 綾乃 セキグチ アヤノ 青藍泰斗高校 栃木県 4

日本体育大学 髙橋 紬夢 タカハシ ユメ 遊学館高等学校 石川県 1 38

國學院大学 加藤 瑞穂 カトウ ミズホ 日本工業大学駒場高等学校 東京都 1


