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大学名 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 登録陸協 出身高校

東北福祉大学 須藤　ひかる ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 1 茨城県 太田第一

順天堂大学 西川　 真由 ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ 3 奈良県 奈良工業高専

大東文化大学 元廣　由美 ﾓﾄﾋﾛ ﾕﾐ 3 東京都 八王子

日本体育大学 鈴木　彩智歩 ｽｽﾞｷ ｻﾁﾎ 2 茨城県 茨城キリスト教学園

東洋大学 大倉　真歩 ｵｵｸﾗ　ﾏﾎ 2 埼玉県 埼玉栄

東京農業大学 保坂　野恋花 ﾎｻｶ　ﾉｺｶ 2 山梨県 韮崎

東京農業大学 棟久　由貴 ﾑﾈﾋｻ　ﾕｷ 2 山口県 西京

東京農業大学 清水　萌衣乃 ｼﾐｽﾞ　ﾓｴﾉ 3 神奈川県 逗子

東京農業大学 佐藤　有希 ｻﾄｳ　ﾕｳｷ 3 茨城県 茨城キリスト

大東文化大学 北脇　亮子 ｷﾀﾜｷ ﾘｮｳｺ 2 鳥取県 鳥取東

玉川大学 大石　楓 ｵｵｲｼ ｶｴﾃﾞ 2 静岡県 日本大学三島

玉川大学 小汲　紋加 ｵｸﾞﾐ ｱﾔｶ 1 東京都 八王子

名城大学 玉城かんな ﾀﾏｷｶﾝﾅ 3 長野県 長野東

名城大学 松浦佳南 ﾏﾂｳﾗｶﾅ 3 静岡県 島田

名城大学 德永香子 ﾄｸﾅｶﾞｷｮｳｺ 2 長崎県 島原

関西外国語大学 西松　美樹 ﾆｼﾏﾂ ﾐｷ 1 高知県 山田

関西外国語大学 田中　愛里 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 3 北海道 旭川龍谷

京都産業大学 川戸　希望 ｶﾜﾄ ﾉｿﾞﾐ 2 京都府 網野

京都産業大学 信岡　桃英 ﾉﾌﾞｵｶ ﾓﾓｴ 2 京都府 乙訓

京都産業大学 棚池　穂乃香 ﾀﾅｲｹ ﾎﾉｶ 3 滋賀県 草津東

大阪芸術大学 山本　明日香 ﾔﾏﾓﾄ ｱｽｶ 2 和歌山県 神島

大阪芸術大学 長濱　夕海香 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕﾐｶ 1 神奈川県 三浦学苑

立命館大学 関　紅葉 ｾｷ ｸﾚﾊ 3 京都府 立命館宇治

佛教大学 小枝　未森 ｺｴﾀﾞ ﾐﾓﾘ 1 大阪府 大阪桐蔭

佛教大学 鹿嶋　栞名 ｶｼﾏ ｼｵﾅ 3 和歌山県 和歌山北

大阪学院大学 水口　瞳 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 3 静岡県 富士市立

大阪学院大学 岡本　奈々依 ｵｶﾓﾄ ﾅﾅﾖ 2 愛知県 岡崎学園

大阪学院大学 髙谷　愛奈 ﾀｶﾀﾆ ｱｲﾅ 2 兵庫県 須磨友が丘

大阪学院大学 谷川　愛美 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 2 山口県 中村女子

大阪学院大学 戸田　朱音 ﾄﾀﾞ ｱｶﾈ 1 兵庫県 西脇工業

松山大学 藤原　瑠奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾙﾅ 1 愛媛県 白鷗大足利

松山大学 藤原　あかね ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ 3 愛媛県 筑紫女学園

松山大学 高見沢　里歩 ﾀｶﾐｻﾜ ﾘﾎ 2 愛媛県 坂戸西

松山大学 緒方　美咲 ｵｶﾞﾀ ﾐｻｷ 3 徳島県 小松島西

松山大学 古谷　奏 ﾌﾙﾔ ｶﾅﾃﾞ 3 愛媛県 白鵬女子

松山大学 岡田　佳子 ｵｶﾀﾞ ｶｺ 2 愛媛県 八幡浜

福岡大学 光恒　悠里 ﾐﾂﾈ ﾕﾘ 2 福岡県 純真

福岡大学 井手　彩乃 ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ 1 長崎県 大村

東北大学 西條　詩織 ｻｲｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 5 埼玉県 浦和第一女子

東北福祉大学 古川　恵里 ﾌﾙｶﾜ ｴﾘ 2 宮城県 新潟第一

国士舘大学 渡邉　唯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 1 福島県 田村

玉川大学 中林　咲 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｴﾐ 3 静岡県 日本大学三島

名城大学 塩崎葵 ｼｵｻﾞｷｱｵｲ 2 長野県 長野東

名城大学 小森星七 ｺﾓﾘｾﾅ 1 長崎県 諫早

大阪芸術大学 森田　彩乃 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾉ 2 京都府 京都外大西

大阪芸術大学 志村　野々花 ｼﾑﾗ ﾉﾉｶ 1 神奈川県 新栄

松山大学 徳永　真紗希 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻｷ 1 愛媛県 今治北
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福岡大学 守田　詩歩 ﾓﾘﾀ ｼﾎ 3 山口県 中村女子

活水女子大学 軸屋　七海 ｼﾞｸﾔ ﾅﾅﾐ 2 長崎県 熊本西

石巻専修大学 川崎　美祈 ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ 3 山形県 山形城北

慶應義塾大学 坂口　真子 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｺ 3 静岡県 山梨学院大学附属

慶應義塾大学 加藤　明日美 ｶﾄｳ ｱｽﾐ 2 東京都 順天

東洋大学 森田　歩実 ﾓﾘﾀ　ｱﾕﾐ 3 静岡県 浜松商業

神奈川大学 久保田　みずき ｸﾎﾞﾀ　ﾐｽﾞｷ 1 神奈川県 荏田

國學院大學 久保田　かえで ｸﾎﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 1 神奈川県 荏田

玉川大学 鈴木　真実 ｽｽﾞｷ ﾏﾐ 1 千葉県 日本体育大学柏

びわこ学院大学 平田　由佳 ﾋﾗﾀ ﾕｶ 2 大阪府 汎愛

関西外国語大学 中島　みなみ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 3 大阪府 北九州市立

関西外国語大学 髙山　育美 ﾀｶﾔﾏ ｲｸﾐ 3 新潟県 三条

大阪学院大学 竹内　優花 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 1 長野県 東海大学付属諏訪

大阪学院大学 河合　咲季 ｶﾜｲ ｻｷ 3 愛知県 岡崎学園

大阪学院大学 金子　由依 ｶﾈｺ ﾕｲ 3 静岡県 常葉学園菊川

佛教大学 金森　有香 ｶﾅﾓﾘ ﾕｶ 3 岐阜県 県立岐阜商業

佛教大学 沖村　美夏 ｵｷﾑﾗ ﾐｶ 2 京都府 宮津

佛教大学 山崎　夢乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒﾉ 1 京都府 宮津

立命館大学 松本　美咲 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻｷ 1 京都府 立命館

大阪芸術大学 片岡　秀美 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞﾐ 1 高知県 山田

大阪芸術大学 永井　智里 ﾅｶﾞｲ ﾁｻﾄ 2 大阪府 富里

大阪芸術大学 長山　夢芽 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕﾒ 2 沖縄県 北山

神戸学院大学 手嶋　乃莉子 ﾃｼﾏ ﾉﾘｺ 3 兵庫県 川西緑台

兵庫大学 大東　優奈 ﾀﾞｲﾄｳ ﾕｳﾅ 2 兵庫県 伊川谷

大阪芸術大学 奥村　純夏 ｵｸﾑﾗ ｽﾐｶ 1 香川県 高松工芸

長崎県立大学 森野　夏歩 ﾓﾘﾉ ｶﾎ 4 静岡県 三島北高校

活水女子大学 吉田　麗羅 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾗ 1 福岡県 近畿大学付属福岡高校

酪農学園大学 徳永　七海 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 2 北海道 畝傍高等学校

順天堂大学 大島　 里穂 ｵｵｼﾏ ﾘﾎ 3 群馬県 常盤

玉川大学 上杉　愛 ｳｴｽｷﾞ ｱｲ 2 静岡県 静岡県立富士

玉川大学 小川　花奈 ｵｶﾞﾜ ｶﾅ 2 神奈川県 荏田

大東文化大学 伊藤　望 ｲﾄｳ ﾉｱ 3 愛媛県 八幡浜

びわこ学院大学 菅原　彩乃 ｽｶﾞﾊﾗ ｱﾔﾉ 1 滋賀県 滋賀学園

兵庫大学 横川　海姫 ﾖｺｶﾜ ﾐｷ 1 兵庫県 須磨学園

京都産業大学 杉山　わかな ｽｷﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ 1 京都府 光ヶ丘女子

大阪学院大学 橋本　晴佳 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 1 和歌山県 和歌山北

大阪学院大学 田村　幸希 ﾀﾑﾗ ｻｷ 2 徳島県 小松島西

大阪学院大学 杉村　奈美 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾐ 2 鳥取県 八頭

大阪学院大学 前田　綾子 ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｺ 3 大阪府 九州国際大学付属

大阪学院大学 間舎　明日香 ｶﾝｼｬ ｱｽｶ 3 兵庫県 須磨友が丘

立命館大学 三浦　佑美香 ﾐｳﾗ ﾕﾐｶ 2 山梨県 山梨学院大付属

立命館大学 林　ひかる ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ 1 鳥取県 鳥取西

佛教大学 浦田　美和 ｳﾗﾀ ﾐﾜ 3 熊本県 ルーテル学院

佛教大学 工藤　ひかり ｸﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 3 兵庫県 西脇工業

佛教大学 大塚　唯華 ｵｵﾂｶ ﾕｲｶ 2 北海道 旭川龍谷

佛教大学 田辺　恋奈 ﾀﾅﾍﾞ ﾚﾝﾅ 2 福井県 美方

大阪芸術大学 友江　里圭子 ﾄﾓｴ ﾘｶｺ 3 大阪府 鳴門

神戸学院大学 森口　愛子 ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｲｺ 1 兵庫県 県立西宮
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神戸学院大学 平山　璃奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ 1 三重県 津商業

神戸学院大学 中西　希 ﾅｶﾆｼ ﾉｿﾞﾐ 1 兵庫県 津名

神戸学院大学 池尻　栞菜 ｲｹｼﾞﾘ ｶﾝﾅ 1 京都府 京都外大西

神戸学院大学 田口　真琴 ﾀｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 3 兵庫県 文徳

神戸学院大学 大樽　瑞葉 ｵｵﾀﾙ ﾐｽﾞﾊ 3 兵庫県 川西北陵

神戸学院大学 梅村　寿理 ｳﾒﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 2 岐阜県 美濃加茂

神戸学院大学 浅井　加菜子 ｱｻｲ ｶﾅｺ 3 大阪府 摂津

武庫川女子大学 右田　有奈 ﾐｷﾞﾀ ﾕﾅ 1 兵庫県 県立西宮

武庫川女子大学 松本　美和 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾜ 1 兵庫県 星陵

武庫川女子大学 松波　侑以子 ﾏﾂﾅﾐ ﾕｲｺ 3 大阪府 泉陽

福岡大学 井筒　結希 ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ 1 鳥取県 鳥取城北

福岡大学 野口　明華 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 1 熊本県 千原台


