
2 青山学院大学 中村　莉子 青山学院大学 加瀬　茉莉菜 青山学院大学 小嶋　志和

5 青山学院大学 濱田　みず紀 青山学院大学 大澤　佳恵 青山学院大学 田中　二千華

7 青山学院大学 廣岡　沙希 青山学院大学 松本　麻海 学習院大学 本間　友望

9 青山学院大学 田中　佑実 青山学院大学 松原　未央 学習院大学 小澤　亜美

13 青山学院大学 浅川　莉子 青山学院大学 田中　七海 慶應義塾大学 福島　涼香

14 学習院大学 高塚　悠希子 津田塾大学 只野　真由 慶應義塾大学 佐林　優

15 学習院大学 黒須　佑実 学習院大学 高塚　悠希子 専修大学 徳田　朱里

31 学習院大学 佐久間　智子 学習院大学 黒須　佑実 専修大学 高橋　実乃梨

32 学習院大学 本間　友望 学習院大学 佐久間　智子 専修大学 畑澤　佳乃

48 学習院大学 山本　奈央 学習院大学 山本　奈央 専修大学 佐藤　萌美

49 学習院大学 小澤　亜美 学習院大学 前崎　　笙子 専修大学 福永　瑛美

65 慶應義塾大学 宮脇　花綸 慶應義塾大学 脇　成実 東京女子体育大学 渡部　加菜

66 國學院大學 細川　夢紡 慶應義塾大学 市川　万里子 東京女子体育大学 大木　彩

67 國學院大學 佐藤　槙有子 慶應義塾大学 久末　汐里 東京女子体育大学 小林　かなえ

73 上智大学 高橋　優月 國學院大學 細川　夢紡 東京女子体育大学 田﨑　里花子

74 上智大学 水野　有春 國學院大學 佐藤　槙有子 東京女子体育大学 加藤　玲衣

75 専修大学 菊池　小巻 上智大学 水野　有春 東京女子体育大学 熊澤　理久

78 専修大学 泉澤　カンナ 専修大学 荻原　幸那 東京女子体育大学 田﨑　愛

80 専修大学 金子　秀佳 専修大学 山田　瑞樹 東京女子体育大学 谷山　鈴々花

81 専修大学 藤　美月 専修大学 二階堂　光明 日本大学 檜谷　幸

82 専修大学 坂井　真子 専修大学 川島　千乃 日本大学 林　秋香

83 専修大学 柏原　美歩 専修大学 星野　舞衣 日本大学 安田　早希

84 東京女子体育大学 柚ノ木　裕生 東京女子体育大学 島田　舜希 日本大学 小崎　栞

88 東京女子体育大学 髙野　まいか 東京女子体育大学 髙野　まいか 日本大学 山根　真矢

89 東京女子体育大学 萩本　みなみ 東京女子体育大学 萩本　みなみ 日本大学 井塚 千晶

90 東京女子体育大学 花田　夏芽 東京女子体育大学 花田　夏芽 日本大学 笠　沙彩

91 東京女子体育大学 服部　あや 東京女子体育大学 水野　佳音 日本女子体育大学 松崎　麻美

104 日本大学 伊藤　真希 東京女子体育大学 千葉　亜紗美 日本女子体育大学 竹中　誉稀

105 日本大学 大柴　杏香 東京農業大学 橋本　早貴 日本女子体育大学 伊藤　純香

106 日本大学 岡部　麻衣 東京農業大学 中村　遥香 日本女子体育大学 松尾　美都希

107 日本大学 森　千絢 東京農業大学 鈴木　薫代 日本女子体育大学 脇田　樹魅

108 日本大学 矢嶋　敦巴 東京農業大学 山口　優香 日本体育大学 狩野　菜々子

109 日本大学 五十嵐　悠花 日本大学 登坂　梨乃 日本体育大学 善林　史帆

110 日本大学 中屋　暁 日本大学 馬場　晴菜 日本体育大学 高橋　七美

111 日本大学 手水　利奈 日本大学 河瀬　珠恵 日本体育大学 尾里　雪葉

112 日本大学 藤木　妙咲 日本大学 吉松　琳果 日本体育大学 竹見　佳乃香

124 日本女子体育大学 西岡　真穂 日本大学 中浦　柚樹 法政大学 服部　妃冬未

125 日本女子体育大学 松崎　麻美 日本大学 山下　遥乃 法政大学 髙嶋　理紗

126 日本女子体育大学 竹中　誉稀 日本大学 石田　眞奈 法政大学 和田　佳奈

127 日本女子体育大学 竹中　稚葉 日本大学 金氣　愛華 法政大学 稲野邉　南

128 日本女子体育大学 巾下　可蓮 日本女子体育大学 竹中　稚葉 法政大学 吉田　真花

129 日本女子体育大学 吉崎　沙織 日本女子体育大学 巾下　可蓮 中央大学 江村　美咲

130 日本女子体育大学 伊藤　純香 日本女子体育大学 吉崎　沙織 中央大学 向江　彩伽

131 日本女子体育大学 小川　千尋 日本女子体育大学 小川　千尋 中央大学 雨田　由香

142 日本女子体育大学 松尾　美都希 日本女子体育大学 松本　里音 山形大学 今野　愛

143 日本女子体育大学 松本　里音 日本体育大学 松山　絢香 早稲田大学 佐々木　陽菜

144 日本体育大学 伊東　彩子 日本体育大学 山口　美里 早稲田大学 齋藤　里羅子

145 日本体育大学 吉澤　佳穂 日本体育大学 池田　茉佑 早稲田大学 佐野　友香

146 日本体育大学 村田　彩 日本体育大学 山下　ちはる 早稲田大学 服部　美優

147 日本体育大学 橋本　悠加 日本体育大学 渡部　有未 早稲田大学 村上　万里亜

148 日本体育大学 東　莉央 法政大学 富永　恵美

152 日本体育大学 東　晟良 法政大学 村上　久美

155 日本体育大学 伊達　京 法政大学 前田　友菜

159 法政大学 緒方　実奈海 法政大学 新井　ひより

160 法政大学 梅津　春香 法政大学 加藤　有紗

163 法政大学 髙田　真帆 明治大学 髙木　綾

164 法政大学 山口　萌々 明治大学 坂場　有華

183 明治大学 髙木　綾 明治大学 星　純玲

184 明治大学 坂場　有華 明治大学 森本　菜月

185 明治大学 西塔　菜々子 明治大学 上田　果歩

186 東北学院大学 小笠原　彩乃 東北学院大学 小笠原　彩乃
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187 中央大学 仲尾　樹央 中央大学 仲尾　樹央

188 中央大学 森　彩音 中央大学 市ヶ谷　真奈実

189 中央大学 高野　真友 防衛大学校 作間　香奈子

190 防衛大学校 嶋岡　寧々 防衛大学校 上原　貴帆

191 防衛大学校 宮城　栄里 早稲田大学 才藤　歩夢

192 防衛大学校 中田　樹里 早稲田大学 澤浦　美玖

193 早稲田大学 狩野　愛巳 早稲田大学 駒場　みなみ

194 早稲田大学 遠藤　里菜 早稲田大学 登尾　早奈

195 早稲田大学 仙葉　楓佳 早稲田大学 溝口　礼菜

196 早稲田大学 千葉　朱音 早稲田大学 村上　夏希

197 早稲田大学 登尾　早奈 早稲田大学 中島　美月

198 早稲田大学 溝口　礼菜

199 早稲田大学 高原　麻央

合計 74 72 50


