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No. 大学名 学年 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ(姓) ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ(名) 登録陸協 出身高校
1 東北福祉大学 3 須藤　ひかる ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾙ SUDO Hikaru 茨城県 太田第一高校（茨城県）
2 慶應義塾大学 3 樺沢和佳奈 ｶﾊﾞｻﾜ ﾜｶﾅ KABASAWA Wakana 群馬県 常磐高校　(群馬県)
3 玉川大学 3 小汲　紋加 ｵｸﾞﾐ ｱﾔｶ OGUMI Ayaka 東京都 八王子学園八王子高校　(東京都)
4 順天堂大学 2 松本　奈々 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ MATSUMOTO Nana 大阪府 大阪体育大学浪商高校　(大阪府)
5 順天堂大学 3 白石　由佳子 ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ SHIRAISHI Yukako 長崎県 長崎南高校　(長崎県)
6 神奈川大学 3 久保田　みずき ｸﾎﾞﾀ ﾐｽﾞｷ KUBOTA Mizuki 神奈川県 　荏田高校　(神奈川県)
7 大東文化大学 1 山賀　瑞穂 ﾔﾏｶﾞ ﾐｽﾞﾎ YAMAGA Mizuho 埼玉県 埼玉栄高校　(埼玉県)
8 拓殖大学 1 牛 佳慧 ｷﾞｭｳ ｶｴ GYU Kae 静岡県 浜松開誠館高校　(静岡県)
9 拓殖大学 3 佐野 英里佳 ｻﾉ ｴﾘｶ SANO Erika 千葉県 八千代松陰高校　(千葉県)
10 東京農業大学 1 池田香名子 ｲｹﾀﾞｶﾅｺ IKEDA Kanako 東京都 城西大学附属城西高校　(東京都)
11 東京農業大学 2 高橋ひより ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ TAKAHASHI Hiyori 新潟県 小千谷高校　(新潟県)
12 日本体育大学 2 一瀬　美結 ｲﾁｾ ﾐﾕ ICHISE Miyu 茨城県 茨城キリスト教学園高校　(茨城県)
13 日本体育大学 3 花野　桃子 ﾊﾅﾉ ﾓﾓｺ HANANO Momoko 新潟県 村上高校　(新潟県)
14 椙山女学園大学 2 下山田　絢香 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ SHIMOYAMADA Ayaka 愛知県 豊橋商業(愛知県)
15 名城大学 1 小林　成美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ KOBAYASHI Narumi 長野県 長野東高校(長野県)
16 名城大学 1 福嶋　紗楽 ﾌｸｼﾏ ｻﾗ FUKUSHIMA　 Sara 神奈川県 荏田高校(神奈川県)
17 名城大学 1 荒井　優奈 ｱﾗｲ ﾕｳﾅ ARAI Yuuna 兵庫県 須磨学園高校(兵庫県)
18 関西外国語大学 2 西出　優月 ﾆｼﾃﾞ ﾕｽﾞ NISHIDE Yuzu 大阪府 大塚（大阪府）
19 大阪芸術大学 3 志村　野々花 ｼﾑﾗ ﾉﾉｶ SHIMURA Nonoka 大阪府 神奈川県立新栄（神奈川県）
20 大阪芸術大学 3 長濱　夕海香 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕﾐｶ NAGAHAMA Yumika 神奈川県 三浦学苑（神奈川県）
21 大阪学院大学 1 野崎　光 ﾉｻﾞｷ ﾋｶﾙ NOZAKI Hikaru 宮崎県 宮崎日本大学（宮崎県）
22 大阪学院大学 2 加藤　詩帆加 ｶﾄｳ ｼﾎｶ KATOU Shihoka 静岡県 常葉菊川（静岡県）
23 大阪学院大学 3 橋本　晴圭 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ HASHIMOTO Haruka 和歌山県 和歌山北（和歌山県）
24 神戸大学 3 仲野　由佳梨 ﾅｶﾉ ﾕｶﾘ NAKANO Yukari 兵庫県 市立西宮（兵庫県）
25 関西大学 3 渡邉　桃子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｺ WATANABE Momoko 大阪府 大阪薫英女学院（大阪府）
26 京都光華女子大学 3 藤村　晴菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾅ FUJIMURA Haruna 京都府 桂（京都府）
27 京都光華女子大学 3 藤村　晶菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾅ FUJIMURA Akina 京都府 桂（京都府）
28 佛教大学 4 川村　楓 ｶﾜﾑﾗ ｶｴﾃﾞ KAWAMURA Kaede 京都府 宮津（京都府）
29 佛教大学 3 山﨑　夢乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒﾉ YAMAZAKI Yumeno 京都府 宮津（京都府）
30 佛教大学 3 上野　真理子 ｳｴﾉ ﾏﾘｺ UENO Mariko 京都府 桂（京都府）
31 立命館大学 3 松本　美咲 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻｷ MATSUMOTO Misaki 京都府 立命館（京都府）
32 京都産業大学 2 安井　佳苗 ﾔｽｲ ｶﾅｴ YASUSI Kanae 愛知県 愛知（愛知）
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33 松山大学 2 田川　友貴 ﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ TAGAWA Yuki 岩手県 盛岡誠桜高校(岩手県）
34 福岡大学 3 井手　彩乃 ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ IDE Ayano 長崎県 大村(長崎)
35 石巻専修大学 1 戸澤　愛織 ﾄｻﾞﾜ ｲｵﾘ TOZAWA Iori 宮城県 八戸学院光星高校（青森県）
36 東北福祉大学 2 田中　杏梨 ﾀﾅｶ ｱﾝﾘ TANAKA Anri 北海道 札幌静修高校（北海道）
37 玉川大学 2 平井　日陽 ﾋﾗｲ ﾋﾅﾀ HIRAI HIRAI 神奈川県 荏田高校　(神奈川県)
38 順天堂大学 2 座間　栞 ｻﾞﾏ ｼｵﾘ ZAMA Shiori 千葉県 成田高校　(千葉県)
39 名城大学 2 鴨志田　海来 ｶﾓｼﾀﾞ ﾐﾗｲ KAMOSHIDA Mirai 静岡県 島田高校(静岡県)
40 名城大学 3 小森　星七 ｺﾓﾘ ｾﾅ KOMORI Sena 長崎県 諫早高校(長崎県)
41 大阪芸術大学 3 奧村　純夏 ｵｸﾑﾗ ｽﾐｶ OKUMURA Sumika 香川県 高松工芸（香川県）
42 立命館大学 2 𠮷薗　栞 ﾖｼｿﾞﾉ ｼｵﾘ YOSHIZONO Shiori 宮崎県 小林（宮崎県）
43 広島文化学園大学 1 冨士谷　苑香 ﾌｼﾞﾀﾆ ｿﾉｶ HUJITANI Sonoka 広島県 福山暁の星女子高等学校(広島県）
44 福岡大学 4 光恒　悠里 ﾐﾂﾈ ﾕﾘ MITSUNE Yuri 福岡県 純真(福岡)
45 福岡大学 1 黒石　瑠香 ｸﾛｲｼ ﾙｶ KUROISHI Ruka 山口県 宇部鴻城(山口)
46 石巻専修大学 1 齋藤　凛 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ SAITOU Rin 宮城県 聖和学園高校（宮城県）
47 立教大学 1 五日市　莉歩 ｲﾂｶｲﾁ ﾘﾎ ITSUKAICHI Riho 東京都 順天高校　(東京都)
48 国士舘大学 3 渡邉　唯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ WATANABE Yui 福島県 田村高校　(福島県)
49 大東文化大学 1 飯嶋　優羽 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳ IIJIMA Yu 埼玉県 　常磐高校　(群馬県)
50 拓殖大学 2 八田 ももか ﾊｯﾀ ﾓﾓｶ HATTA Momoka 群馬県 高崎健康福祉大学高崎高校　(群馬県)
51 帝京科学大学 2 上村　栄奈 ｶﾐﾑﾗ ｴﾅ KAMIMURA Ena 埼玉県 昌平高校　(埼玉県)
52 國學院大學 3 久保田かえで ｸﾎﾞﾀ ｶｴﾃﾞ KUBOTA Kaede 神奈川県 荏田高校　(神奈川県)
53 日本体育大学 1 黒田　澪 ｸﾛﾀﾞ ﾐｵ KURODA Mio 熊本県 ルーテル学院高校　(熊本県)
54 中京大学 3 木下　真由香 ｷﾉｼﾀ ﾏﾕｶ KINOSHITA Mayuka 愛知県 中部大学第一高等学校(愛知県)
55 大阪芸術大学 3 片岡　秀美 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞﾐ KATAOKA Hidemi 高知県 山田（高知県）
56 大阪芸術大学 2 宮永　光唯 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾐﾕ MIYANAGA Miyu 大阪府 豊川（愛知県）
57 大阪学院大学 2 室伏　香音 ﾑﾛﾌｼ ｶﾉﾝ MUROFUSHI Kanon 静岡県 加藤学園（静岡県）
58 大阪学院大学 2 入江　ちはゆ ｲﾘｴ ﾁﾊﾕ IRIE Chihayu 鳥取県 八頭（鳥取県）
59 神戸学院大学 1 中西　未海 ﾅｶﾆｼ ﾐﾅﾐ NAKANISHI Minami 兵庫県 大阪桐蔭（大阪府）
60 神戸学院大学 2 小川　那月 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ OGAWA Natsuki 兵庫県 川西北稜（兵庫県）
61 神戸学院大学 1 広内　来幸 ﾋﾛﾕﾁ ｷｻﾁ HIROUCHI Kisachi 兵庫県 須磨学園（兵庫県）
62 神戸学院大学 3 池尻　栞菜 ｲｹｼﾞﾘ ｶﾝﾅ IKEJIRI Kanna 兵庫県 京都外大西（京都府）
63 神戸学院大学 3 西尾　咲良 ﾆｼｵ ｻｸﾗ NISHIO Sakura 兵庫県 北九州市立（福岡）
64 京都光華女子大学 2 田瀬　知佳 ﾀｾ ﾄﾓｶ TASE Tomoka 岐阜県 美濃加茂（岐阜県）
65 立命館大学 3 林　ひかる ﾊﾔｼ ﾋｶﾙ HAYASHI Hikaru 鳥取県 鳥取西（鳥取県）
66 立命館大学 3 中田　美優 ﾅｶﾀ ﾐﾕｳ NAKATA Miyu 兵庫県 三木（兵庫県）
67 立命館大学 1 高安　結衣 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ TAKAYASU Yui 長野県 長野東（長野県）
68 京都産業大学 2 安田　萌加 ﾔｽﾀﾞ ﾓｶ YASUDA Moka 愛媛県 今治北(愛媛県) 
69 京都産業大学 1 豊田　理瑚 ﾄﾖﾀﾞ ﾘｺ TOYODA Riko 滋賀県 草津東（滋賀県）
70 関西大学 2 小田　真帆 ｵﾀﾞ ﾏﾎ ODA Maho 大阪府 鯖江（福井県）
71 活水女子大学 3 吉田　麗羅 ﾖｼﾀﾞ ﾚｲﾗ YOSHIDA Reira 長崎県 近大福岡高校(福岡)
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72 福岡大学 1 塚本　真夕 ﾂｶﾓﾄ ﾏﾕ TSUKAMOTO Mayu 熊本県 宇土（熊本）
73 福岡大学 2 田中　佑香 ﾀﾅｶ ﾕｳｶ TANAKA Yuka 佐賀県 鳥栖工業(佐賀)
74 玉川大学 1 中元寺　舞 ﾁｭｳｹﾞﾝｼﾞ ﾏｲ CHUGENJI Mai 東京都 城西大学付属城西高校 (東京都)
75 大東文化大学 1 出口　楓希 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾌｳｷ DEGUCHI Fuki 埼玉県 市立船橋高校　(千葉県)
76 大東文化大学 1 今井　彩月 ｲﾏｲ ｻﾂｷ IMAI Satsuki 埼玉県 藤岡中央高校　(群馬県)
77 関西外国語大学 2 細江　美玖 ﾎｿｴ ﾐｸ HOSOE Miku 岐阜県 益田清風（岐阜県）
78 大阪学院大学 3 竹内　優花 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ TAKEUCHI Yuka 長野県 東海大附属諏訪（長野県）
79 大阪学院大学 1 袴田　華帆 ﾊｶﾏﾀ ｶﾎ HAKAMATA Kaho 静岡県 常葉菊川（静岡県）
80 大阪学院大学 1 鈴木　麻少 ｽｽﾞｷ  ﾏｵ SUZUKI Mao 大阪府 大阪学院大学（大阪府）
81 大阪学院大学 1 岡田　柚希 ｵｶﾀﾞ ﾕｽﾞｷ OKADA Yuzuki 兵庫県 西脇工業（兵庫県）
82 大阪学院大学 2 藤田　玲那 ﾌｼﾞﾀ ﾚﾅ FUJITA Rena 山口県 西京（山口県）
83 大阪学院大学 2 樋口　朱花 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔｶ HIGUCHI Ayaka 福岡県 九州国際大学付属（福岡県）
84 大阪学院大学 2 土肥　響子 ﾄﾞﾋ ｷｮｳｺ DOHI Kyoko 大阪府 須磨学園（兵庫県）
85 大阪学院大学 3 戸田　朱音 ﾄﾀﾞ ｱｶﾈ TODA Akane 兵庫県 西脇工業（兵庫県）
86 神戸学院大学 3 平山　璃奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ HIRAYAMA Rina 兵庫県 津商業（三重県）
87 神戸学院大学 2 田代　美穂 ﾀｼﾛ ﾐﾎ TASHIRO Miho 兵庫県 龍野（兵庫県）
88 神戸学院大学 1 吉村　唯 ﾖｼﾑﾗ ﾕｲ YOSHIMURA Yui 兵庫県 北九州市立（福岡県）
89 神戸学院大学 2 松井　沙樹 ﾏﾂｲ ｻｷ MATSUI Saki 兵庫県 賢明女学院（兵庫県）
90 京都光華女子大学 3 高木　碧海 ﾀｶｷﾞ ｱｵｲ TAKAGI Aoi 大阪府 薫英女学院（大阪府）
91 京都光華女子大学 2 小梶　詩織 ｺｶｼﾞ ｼｵﾘ KOKAJI SHIORI 京都府 大阪成蹊女子（大阪府）
92 京都光華女子大学 2 藤田　彩有里 ﾌｼﾞﾀ ｻﾕﾘ FUJITA Sayuri 京都府 西城陽（京都府）
93 京都光華女子大学 2 橋本　はなえ ﾊｼﾓﾄ ﾊﾅｴ HASHIMOTO Hanae 福井県 京都外大西（京都府）
94 京都光華女子大学 2 岡田　紗宝 ｵｶﾀﾞ ｻﾎ OKADA Saho 香川県 美方（福井県）
95 佛教大学 3 森田　真以 ﾓﾘﾀ ﾏｲ MORITA Mai 京都府 小豆島中央（香川県）
96 佛教大学 2 岡本　佳奈絵 ｵｶﾓﾄ ｶﾅｴ OKAMOTO Kanae 熊本県 京都西山（京都府）
97 佛教大学 2 平塚　真菜 ﾋﾗﾂｶ ﾏﾅ HIRATSUKA Mana 大分県 ルーテル学院（熊本県）
98 佛教大学 1 山田　さやか ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ YAMADA Sayaka 福井県 大分東明（大分県）
99 岡山大学 2 高本　南 ﾀｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ TAKAMOTO Minami 岡山県 北須磨高校（岡山県）
100 島根大学 3 前田　流歌 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ MAEDA Haruka 徳島県 脇町高校（徳島県）
101 活水女子大学 1 大津　安沙菜 ｵｵﾂ ｱｻﾅ OTSU Asana 長崎県 諫早高校(長崎)
102 活水女子大学 1 菅沢　舞 ｽｹﾞｻﾜ ﾏｲ SUGESAWA Mai 長崎県 広島市立沼田高校(広島)
103 活水女子大学 2 石川　茉由 ｲｼｶﾜ ﾏﾕ ISHIKAWA Mayu 長崎県 大分西高校(大分)
104 活水女子大学 3 小手川　紀名子 ｺﾃｶﾞﾜ ｷﾅｺ KOTEGAWA Kinako 長崎県 大分西高校(大分)
105 福岡大学 3 松浦　華 ﾏﾂｳﾗ ﾊﾅ MATSUURA Hana 愛媛県 新居浜東（愛媛）
106 福岡大学 2 大野　美咲 ｵｵﾉ ﾐｻｷ ONO Misaki 大分県 大分東明(大分)
107 福岡大学 3 井筒　結希 ｲﾂﾞﾂ ﾕｳｷ IDUTSU Yuki 鳥取県 鳥取城北(鳥取)
108 福岡大学 2 花房　百伽 ﾊﾅﾌｻ ﾓﾓｶ HANAHUSA Momoka 鳥取県 鳥取城北(鳥取)
109 福岡大学 2 長與　桜子 ﾅｶﾞﾖ ｻｸﾗｺ NAGAYO Sakurako 長崎県 大村(長崎)
110 福岡大学 3 野口　明華 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ NOGUCHI Haruka 熊本県 千原台(熊本)


