
201 松浦 朝美 順天堂大学 250 大塚 英梨子 奈良学園大
202 福居 紗希 城西大学 251 花田 遥香 大阪芸術大
203 大森 由香子 筑波大学 252 林 三紀子 松山大学
204 福内 櫻子 大東文化大学 253 横田 知佳 広島大学
205 谷萩 史歩 大東文化大学 254 菊池 千里 東北福祉大学
206 小枝 理奈 大東文化大学 255 菅生 晶子 聖徳大学
207 木村 芙有加 大東文化大学 256 今村 咲織 順天堂大学
208 出水田 眞紀 立教大学 257 和田 春香 城西大学
209 内田 寧々 東洋大学 258 牧野 夏奈 城西大学
210 佐藤 早也加 東洋大学 259 新山美帆 筑波大学
211 佐々木 文華 玉川大学 260 久馬 悠 筑波大学
212 唐沢 ゆり 日本体育大学 261 平山 絵梨 東洋大学
213 細田 あい 日本体育大学 262 二瓶 優奈 東洋大学
214 田中 真愛 日本体育大学 263 渡辺 千晴 玉川大学
215 中村 瑠花 東京農業大学 264 岩浪 幸 福岡大学
216 古屋 夏乃 東京農業大学 265 門柳 葉月 福岡大学
217 堀川 はる菜 東京農業大学 266 岡本 佳代 福岡大学
218 結城 彩花 福岡大学 267 辻　笑 福岡大学
219 逸木 和香菜 福岡大学 268 大畠 万由子 神戸学院大
220 鍋島 莉奈 鹿屋体育大学 269 藤井 あゆみ 京都光華女子大
221 藤田 理恵 鹿屋体育大学 270 中村 光 京都光華女子大
222 前川 祐紀 鹿屋体育大学 271 杉谷 優衣 神戸学院大
223 高木 綾女 名城大学 272 倉地 詩乃 大阪芸術大
224 松山 芽生 名城大学 273 中村 樹里奈 大阪芸術大
225 齋藤 菜摘 名城大学 274 大津 花野子 大阪芸術大
226 村岡 実生 名城大学 275 福谷 好恵 立命館大
227 湯澤 ほのか 名城大学 276 松本 彩花 立命館大
228 床呂 沙紀 関西外国語大 277 川嶋 はるか 京都産業大
229 林 和佳奈 大阪学院大 278 藪田 裕衣 京都産業大
230 新井 沙紀枝 大阪学院大 279 小林 文香 東北福祉大学
231 永岡 真衣 大阪学院大 280 北林 由里 順天堂大学
232 菅野 七虹 立命館大 281 片山 真由美 玉川大学
233 阪田 愛子 立命館大 282 田中 彩夏 福岡大学
234 田邊 摩希子 関西大 283 杉山 志保 神戸学院大
235 古久保 亜衣 京都産業大 284 福本 吾弥 神戸学院大
236 今井 奏絵 京都産業大 285 飯谷 美緖 京都光華女子大
237 井本 涼 京都産業大 286 石河 志織 奈良学園大
238 奥野 有紀子 京都産業大 287 松浦 真里奈 奈良学園大
239 関 真衣子 京都産業大 288 園田 聖子 立命館大
240 幾野 由里亜 松山大学 289 青木 奈波 立命館大
241 堀江 紗希 松山大学 290 石川 愛海 関西大
242 高見澤 安珠 松山大学 291 旭     陽子 大阪国際大学
243 松田 杏奈 松山大学 292 坂田 瑠衣 大阪国際大学
244 上原 明悠美 松山大学 293 藤岡  奈津実 広島大学
245 出口 聡子 東北福祉大学
246 安武 美香 福岡大学
247 大津 真理奈 名城大学
248 名倉 華子 名城大学
249 吉田 麻美 北翔大学
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