
大学名 名前 大学名 名前 大学名 名前

1 青山学院大学 佐々木　まお 青山学院大学 森本　紗矢 青山学院大学 神山　沙也

2 朝日大学 中島　穂乃香 朝日大学 登尾　奈友 青山学院大学 林　美帆

3 朝日大学 酒井　さゆり 朝日大学 菅原　百花 朝日大学 吉備　麻里子

4 朝日大学 太田　朱音 朝日大学 新谷　里彩 朝日大学 佐野　佑衣

5 朝日大学 坂田　心温 学習院大学 奥田　茉由 朝日大学 金子　彩香

6 学習院大学 及川　智美 学習院大学 古谷　亜泉 朝日大学 下村　日奈子

7 学習院大学 高畠　晴 関西大学 泉　直佳 朝日大学 中馬　蘭奈

8 関西学院大学 清水淑刀 関西学院大学 長井朋佳 朝日大学 東　未来

9 関西学院大学 津田愛実 関西学院大学 増田杏心 朝日大学 八惣　柚香

10 関西学院大学 神山侑奈 関西学院大学 石川愛実 関西学院大学 石川聖菜

11 慶応義塾大学 保志場　夢紡 慶応義塾大学 原田　紗希 関西学院大学 高橋亜由美

12 慶応義塾大学 貝島　有香 慶応義塾大学 伊藤　杏樹 慶応義塾大学 江頭　麗万

13 慶応義塾大学 渡辺　瑚子 慶応義塾大学 鈴木　美也子 専修大学 岡原　真琴

14 専修大学 荒川　愛絵 専修大学 西脇　有咲 専修大学 山根　姫七

15 専修大学 篠崎　美礼 専修大学 成田　琉夏 専修大学 長屋　美悠

16 専修大学 北村　優芽 専修大学 伊藤　凛　 専修大学 長崎　昇子

17 専修大学 安部　聖美 専修大学 齋藤　華南 中央大学 鈴木　花野

18 専修大学 成田　実礼 専修大学 市ヶ谷　愛 中京大学 益田 椎菜

19 専修大学 花田　うらら 専修大学 平西　桜子 中京大学 森 栞奈

20 専修大学 嶋田　愛音 専修大学 吉田　ひなた 中京大学 高殿 実叶

21 専修大学 原田　奈乃羽 中央大学 陸川　麻琴 中京大学 小林 侑愛

22 専修大学 瀬尾　明日香 中京大学 辻本　季音 中京大学 土屋 夏生

23 中央大学 鈴木　真綾 中京大学 永井　杏奈 東京女子体育大学 石橋　幸貴

24 中央大学 鹿野　幸感 中京大学 千葉　圭 東京女子体育大学 加藤　怜

25 中央大学 永野　菜津子 中京大学 畑　音羽 東京女子体育大学 小山　ゆい

26 中央大学 小池　花佳 中京大学 光本　妃那 東京女子体育大学 原田　渉未

27 中央大学 重藤　美紀 東京女子体育大学 荒川　樹里 東京女子体育大学 山内　今日香

28 中京大学 逢坂　和花子 東京女子体育大学 箕浦　葉月 東京女子体育大学 魚永　幸希

29 東京女子体育大学 當島　愛華 東京女子体育大学 八木　雪乃 東京女子体育大学 馬場　菜緒

30 東京女子体育大学 神山　天音 東京大学 久保田　玲子 東京女子体育大学 村上　愛夢

31 東京女子体育大学 髙橋　由奈 東京大学 王　詩帆 同志社大学 小山　美優

32 東京女子体育大学 高木　美海 東京農業大学 倉田　美月 日本体育大学 石川　円佳

33 東北学院大学 加藤　玲乃 東京農業大学 藤間　さくら 日本体育大学 徳山　里奈

34 東北文化学園大学 山谷　遥 同志社大学 松本　璃音 日本体育大学 玉利　華奈乃

35 東北文化学園大学 土井　瑞稀 日本体育大学 丸山　さくら 日本体育大学 川村　佳乃

36 東北文化学園大学 長﨑　東子 日本体育大学 大西　愛 日本大学 梅北　愛斐

37 東北文化学園大学 日向　涼葉 日本体育大学 小野　紗玖良 日本大学 菅野　桃子

38 東北文化学園大学 菅原　梓 日本体育大学 山本　有沙 日本大学 石川　せと

39 同志社大学 伊藤　藍 日本大学 田中　那海 日本大学 河村　萌乃

40 同志社大学 宮下　水稀 日本大学 髙嶌　乙羽 日本大学 菊地　心和

41 日本女子体育大学 中川　美優 日本大学 今村　未羽 日本大学 高橋　ひかり

42 日本女子体育大学 福塚　世帆 日本大学 寺山　珠樹 日本大学 笹木　咲里

43 日本女子体育大学 森田　明日香 日本大学 鶴岡　夏子 日本大学 金子　優衣奈

44 日本女子体育大学 土佐　千乃 日本大学 高橋　栄利佳 日本大学 笠原　佳姫

45 日本女子体育大学 巾下　栞奈 日本大学 岡田　渓 法政大学 月野　敬子

46 日本女子体育大学 坂口　陽奈 日本大学 小笠原　葵 法政大学 高橋　千里香

47 日本女子体育大学 菅原　優夏 日本大学 濵上　宥佳 法政大学 尾﨑　世梨

48 日本女子体育大学 髙橋　沙也花 明治大学 小佐井　彩花 法政大学 鈴木　暦

49 日本女子体育大学 稲田　椋 明治大学 中村　優里 立命館大学 伊達　朱美

50 日本女子体育大学 川津　美裕 明治大学 佐藤　琴美 立命館大学 高山　輪子

51 日本体育大学 幸野　来美 明治大学 稲山　友梨 立命館大学 丸藻　恭加

52 日本体育大学 斎藤　利莉 明治大学 國谷　優奈 早稲田大学 黒田　ほのか

53 日本体育大学 橋口　絵理 明治大学 盧　承延

54 日本体育大学 東　佑夏 法政大学 鈴木　詩

55 日本体育大学 岡田　芽生 法政大学 根本　侑奈

56 日本体育大学 佐藤　希枝 法政大学 明石　愛恵

57 日本大学 田口　莉帆 法政大学 三田　千晴

58 日本大学 設樂　ゆひな 法政大学 青木　玲奈

59 日本大学 岡田　梨良 法政大学 内山　澪

60 日本大学 竹澤　志緒里 法政大学 四本　明李

61 日本大学 岡田　花鈴 立教大学 三村　純可

62 日本大学 古賀　怜奈 立教大学 道明　瑠永

63 日本大学 岩本　鈴菜 立命館大学 渡邊　紗都

64 日本大学 弓場　麗愛 立命館大学 一藤木　由香　

65 日本大学 中出　陽愛 早稲田大学 影山　野希花

66 日本大学 杉本　奏美 早稲田大学 柴田　華

67 法政大学 武藤　未澪 早稲田大学 蓮井　陽菜

68 法政大学 橋本　結

69 法政大学 山口　寿々奈

70 法政大学 飯田　理子

71 法政大学 武藤　未憩

72 法政大学 濵　英里子

73 立命館大学 渡邉　涼花

74 早稲田大学 狩野　央梨沙

74 早稲田大学 森多　舞

No

女　　　子

フルーレ　4/15（金） エペ　4/17（日） サーブル　4/16（土）



75 67 52


