
女子 青山学院 亜細亜 慶應義塾A 慶應義塾B 國學院 駒澤

メンバー 太田夏菜子 川村周子 板垣惠美里 中村礼 加藤真唯 谷雪月

渡辺理子 朝倉菜月 大村千乃 向井マリア 曽我部夏帆 日暮春香

吉田裕美子 佐藤葵 山藤真帆 城間安実 織茂美輝 森島優

吉田穂花 李淑玲 平野聡美 反田茉鈴 辰巳加奈 内田葉土希

都筑はるな 松田美咲 望月菜々子 田中真子 草間七海 岩本奈都季

田中彩海 福室有那 黒須万里奈 井上若菜 藤井琴音 入内嶋七菜

溝口英蘭 高橋遥菜 末野聡子 岡田優 生駒愛里 清水里咲

野口綾那 伊藤さつき 平田歩 波多野梨花 田中陽子

大久保杏美 中山麗未 今田穂 杉村涼美 中川綺乃

鈴木美結 安井愛乃 佐藤南帆 堀内真帆 小泉茜

早瀬日菜乃 矢崎梓紗 永田杏里 森優衣 谷井涼香

藤原由菜 白谷美佳 石島和香 金内葵春

加藤あい 中島美夢 高橋悠 清水瑶

山本千遥 橋本響

渡辺安美

梶谷亜未

金山菜々



成蹊 聖心女子・東京 成城・学習院 専修 大東文化・埼玉 筑波

原茉友花 中村さやか 鈴木菜々 加治成美 鈴木玲亜 千村もも花

武田理恵 厚見映里 西部彩海 丸岡亜美 蓑崎珠利 渡邊咲希

多氣真里奈 庄古雪乃 田口舞 坂本はな 飯塚蒼生 我那覇真子

大竹唯菜 長谷川琳香 西村真由 衛藤佳奈 佐藤光 岩井真優

清野理子 川合紗貴 川原舞 川本七菜 西村美奈子 東綾香

關瑠羽紗 松本美怜 今井陽菜 副島こころ 高橋亜美 伊達摩紘

松田麻有里 白石悠里子 渋谷春花 幸田あずみ 木村天音 田中千裕

森理桜子 佐藤朱里 中山百望花 阿部宏実

金澤あすみ 草野京香

林夏鈴 田母神茜

湯浅里帆

山口みやび

中根未来

立岩千夏



東海 東京経済・上智 東京農業・日本女子体育 東洋 東洋学園

河本鈴香 井上京香 林和 丸山紗也加 渡部亜耶乃

木下瑠萌 大塚藍那 齊藤真歩 飯田優花 山田恵璃

長谷川莉緒 吉光志織 坂田瑠美 田幡美菜 田村妃菜

山本弥輝 坂口美祐 永田夏帆 内木ひかる 庄﨑梓

五十嵐菜々子 今泉茉優 清瀨夏美 加来朋夏 小宮萌

木村由 伊藤喜子 田邉こころ 吉田にこ 中野寧子

佐藤美鈴 塩谷理乃 若林真紀 加藤詩依奈 若月紀夏

中嶋花歩 滝田優里恵 秋野万葉 羽柴瑠夏

米山侑里 田邊あやの 梅田茉美 渡邊由貴

岩田麗世 石井伶奈 長尾あみ

堀江結衣



東京女子体育 日本 日本女子体育 日本体育A 日本体育B 一橋A

平田芽生 板谷里音 渋沢百香 上田真里那 森岡舞色 青井美優希

桑原葵 柿澤明里 加藤穂乃佳 森川奈穂 渡邉詩穂 大西菜々子

滝真生子 橘薫乃 真鍋葵 吉岡沙恵 下村好 小野原侑希

鈴木春佳 寺田愛実 鈴木南帆 佐野春佳 矢田部真由 長江有紗

新田祥子 川向萌々夏 三間歩未 橋本純奈 渡邉栞海 中田有紀

大森可苗 木村羽瑠菜 秋元里穂菜 石川裕莉那 砂川涼 松本ゆい

田倉日向多 野村奈央 白井夏海 江尻美輝 竹内梨央 森田望美

寒河江ひより 中村結 中野亜美 三橋りせ

佐藤成美 原田あやめ 日野有貴子 坂口和妃

田井花 田上慧 千坂有珠

松井望海 吉田彩 中西麻実

溝田萌 野口安香里 江尻美奈

武田茉里香 苅谷紅瑠美 小田爽佳

中村よし乃

福田夏菜

俣賀瑞希



一橋B 一橋C・駿河台・国士舘 法政 明海・上智 明治学院・武蔵

大谷英里奈 中島茉琳 下地奈奈 渡辺茉奈 宮武奈央

髙橋祐希 三浦なつみ 吉田あおい 鍋谷早織 西泉沙笑

近藤茜 北野花 小松茉莉奈 打越美由紀 吉川ひかり

石田梨奈 東和香菜 竹内あやか 石井伶奈 戸田千晴

吉岡千賀子 稲持さやか 加賀彩夏 亀山もな 増田響子

荒井光 関美奈海 吉田早希 柿澤真希 鈴木ひかる

真上真歩 郡司あかね 横山祥子 Evelyn Stone 岩垣穂乃歌

蛸井涼華

中野未来

木原眞瑚

佐藤礼菜

山崎京花

猪川結花

木塚美乃里



山梨学院 横浜国立 横浜市立 順天堂 上武

神保萌衣 大久保杏美 中島優希 島村巴菜 松井南美

武藤やよい 小崎花菜 木村彩乃 武川智美 小松詩桜里

五味詩穂 古郡明優 保坂ちゆり 秋月優花 川邊愛美

長野瑞季 浦野颯希 隈元伶衣 唯城愛理 師岡未来

北村紗香 西玲奈 杉本風花 天羽咲希 牛尾成美

浅井紀乃 三浦菜月 室屋南月 瀧川茜里 松井香奈実

猪俣莉々花 藤岡佳那 岡村沙里 小野寺幸歩 倉島佳那

渡邉千桂 光廣彩乃 佐藤海音

孤塚理子

原田真実子

千原菜歩



創価 早稲田A 早稲田B 東京外国語 東京国際A

山崎清香 清水映里 倉持美穂 塙楓 今野亜美

堤響喜 石川琴実 吉岡希紗 増田彩美楓 吉田有沙

南雲裕美 大河真由 森川菜花 前川千咲葵 中舘夏美

山田加奈恵 釼持梓 大石真珠美 阿部真璃佳 中山媛日

落合友紀子 下地奈緒 今村南 北村青夏 萩原花帆

榎本美鈴 杉田栞 加藤梨々子 下平彩絵 小桧山ほのか

Claudia Melody Silva Kam 山田菜津子 豊島舞 飯田玲奈 大河原悠

矢野莉彩 安藤優希 米原さくら 金井あおい

田野井ひかり 松田岬 足立理帆

坂本眞綾 乾和歌 渡邉早和子

厨川美桜 前田優歩 押川千夏

松田望愛 守口蘭夢

田中李佳 松本妃那



東京国際Ｂ 東京大学 文教大学 敬愛大学・関東学院大学・明星大学

伊藤早希 海老原梨沙 奥村美咲 中山有希

吉田陽菜 高村真悠子 中村彩香 江波戸杏奈

難波里佳 松田和泉 御代田真美 市東麻衣子

村中里佳 井出菜都香 山本莉世 小池優花

松岡美空 前川名月実 坂井めぐみ 田中美帆

山本美紅 舟木千帆 茂木美折 亀田二千翔

佐藤星 西川みなほ 田畑千咲 千葉レナ

松本理紗子 渡辺こころ 外山美瑛 杉田菜々子

前田歩香


