
氏名 大学名 氏名 大学名 氏名 大学名 氏名 大学名 氏名 大学名 氏名
 1   伊藤　大輝  日大 村山　健太郎 法大  白井　寛夢   中大   西岡　真穂   日女    村上　久美  法大  佐々木　光
 2   安部　慶輝  拓大 二ノ宮　浩輔  中大   村岡　聡丞   日体   溝口　礼菜   早大    高橋　伊吹  中京  狩野　菜々子
 3   菅原　康平  中大 伊藤　寛高 法大  浅野　裕暉   日大   遠藤　里菜   早大    村上　奈津希  関学  檜谷　幸
 4   高橋　恋  日大 山田　森太郎  中大   山北　格也   中大   岡部　麻衣   日大    高塚　悠希子  学習  林　秋香
 5   敷根　章裕  法大 伊藤　歩 日大   渡邊　裕斗   中大   緒方　実奈海   法大    白石　絵里  日大  木村　結
 6   池畑　亮太朗  明大 華原　浩鷹  慶大   佐藤　篤志   法大   柚ノ木　裕生   東女    桑田　晴香   関学   髙木　杏菜
 7   田中　健人  慶大 平野　裕也 慶大   吉井　想   法大   竹中　誉稀   日女    前田　友菜   法大   田崎　里花子
 8   薗田　嶺太  専大 鷹野　晴喜  関学   高澤　和樹   専大   登尾　早奈   早大    山田　瑞樹   専大   高橋　伊吹
 9   尾川　世我  朝日 坂東　臣人 立命  松永　健吾   日大   伊東　彩子   日体    川島　千乃   専大   安部　詩織
 10   松村　侑馬  中大 小野　真英  早大   小山　桂史   早大   千葉　朱夏   早大    富永　恵美   法大   矢幡　侑菜
 11   岩下　琢哉  立命 佐藤　泰大 専大  横尾　知浩   法大   中山　三沙希   朝日    桑名　知可子   東女   山下　りりか
 12   松山　大助  早大 關　大生 慶大   大村　貴之   日大   泉澤　カンナ   専大    加藤　早絵   立命   向井　晴香
 13   阿部　悠吾  日大 栢木　琢也 法大  島田　翔大   愛工   小川　千尋   日女    小田　しほり   朝日   服部　妃冬未
 14   飯田　綾也  日大 原田　圭佑  専大   江川　颯一   専大   髙田　真帆   法大    橋本　早貴   東農   徳田　朱里
 15   平沼　真悟  関学 千田　圭 日体  柳　嘉亮   法大   巾下　可蓮   日女    吉松　琳果   日大   齋藤　里羅子
 16   二ノ宮　浩輔  同大 古田　育男 日体  清水　紀宏   日大   矢ヶ部　みずほ   朝日    大北　未来   関学   林　真由
 17   大崎　雄貴  朝日 野口　舞人 朝日  長内　勇樹   日体   中屋　暁   日大    新井　ひより   法大   福島　涼香
 18   谷口　敦彦  京産 高間　壮太 朝日  竹下　昇輝   早大   山本　明日香   東女    大木　晴香   京大   酒井　舞亜
 19   道脇　啓太  明大 海老塚　悠将 慶大   大橋　亮介   日体   松尾　美都希   日女    西久保　夏実   慶大   松尾　美都希
 20   北島　慎也   慶大  篠崎　誠 慶大   金子　健司   日大   田村　佳奈恵   関学    色摩　美朝   関学   田中　彩花
 21   原野　隼輔  大市 小田　康平 朝日  高木　良輔   早大   佐藤　志帆   関学    島田　舜希   東女   佐々木　優芙
 22   村元　友大  明大 武井　倖也  日大   南　大地   愛工   仙葉　楓佳   早大    山田　遥香   京大   佐林　優
 23   奥武　大輔  早大 澤田　晃希 専大  山　直崇   朝日   竹中　稚葉   日女    荻原　幸那   専大   管野　真木
 24   瀬藤　久司  近大 篠原　瑞公 同大  若月　航矢   日体   伊藤　理那   法大    小川　千尋   日女   和田　佳奈

 西藤　俊哉   法大  中村　豪 法大  後藤　駿弥   中大   伊藤　真希  日大    吉村　美穂   同大   小林　かなえ
 松山　恭助   早大  安　雅人  早大   高橋　優作   法大   梅津　春香  法大    馬場　晴菜   日大 

 敷根　崇裕   法大  古俣　聖 中大   東　莉央  日体    才藤　歩夢   早大   安田　早希
 永野　雄大   中大   江嶋　宏太   日大   森　千絢  日大    古俣　潮里   明大   飯田　ひかり
 野口　凌平   法大   岩下　琢哉   立命   駒場　みなみ   早大   片ヶ瀨　有香
 伊藤　拓真   日大   森川　奨太   中大   山根　令   同大    加藤　有倭香   中京 

 鈴村　健太   法大   武藤　陽子   専大    登坂　梨乃   日大 

 舩本　宗一郎   日大  例  大杉　琴音   関学  

 岸　貴範   明大  ＦＪＥ他推薦  松﨑　麻美   日女    曽根　一葉   専大 

 新田　啓人   日大   能勢　葉月   専大 

棄権  三角　理恵   関学 

 佐々木　涼真   日大 
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