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北海道 番井　琴音 東京都 石田　千穂 大阪府 松本　千秋
北海道 工藤こまち 東京都 髙橋　尚代 大阪府 尾辻　桂子
北海道 清野えみり 神奈川県 崎山　穂花 大阪府 井本美貴子
岩手県 砂子田秋実 神奈川県 濱﨑りりあ 兵庫県 石田　万音
岩手県 久慈　順子 神奈川県 横山　実美 兵庫県 知名　光
岩手県 高橋久美子 神奈川県 菅野　沙織 兵庫県 西村あけみ
岩手県 菊地　明美 神奈川県 高橋　愛莉 和歌山県 伊勢川華愛
岩手県 菅原　要子 神奈川県 佐藤　悠里 和歌山県 安里　紗希
岩手県 小笠原由美子 神奈川県 小城　由美 和歌山県 川口　茉紀
宮城県 我孫子美葵 神奈川県 柴田　秀美 和歌山県 山本　菜由
宮城県 佐藤　杏奈 神奈川県 大槻絵里子 和歌山県 山﨑　　京
茨城県 工藤ひかる 神奈川県 堀江　梓 和歌山県 川口　尚美
茨城県 後藤光々音 神奈川県 太田　千恵 岡山県 三原　唯
茨城県 井﨑　寛菜 神奈川県 古舘　樹子 広島県 渡邉　陽
茨城県 椿　心碧 石川県 市田　彩華 広島県 細戸　千聖
茨城県 吉田　愛 石川県 野村　美羽 広島県 石本　美来
群馬県 近藤　眞桜 石川県 角見歩乃花 広島県 難波江美佐
群馬県 渡辺　希哩 石川県 吉田　美咲 広島県 小川美由希
群馬県 渡辺　莉央 石川県 松下　惠 広島県 門田　裕美
群馬県 生方佐緒理 石川県 小西　寛子 徳島県 細川　礼子
群馬県 石田　玲奈 静岡県 鈴木　波流 徳島県 村崎　遥香
群馬県 川口　美永 静岡県 古田このみ 徳島県 星合　美香
群馬県 大野　萌葉 静岡県 松岡　真弓 徳島県 小林　愛理
群馬県 多胡　和姫 静岡県 米山恵理奈 徳島県 武藤　美咲
群馬県 石田　夏菜 静岡県 徳田　有紀 徳島県 小林　茜
群馬県 園部　恵理 静岡県 米山　陽菜 愛媛県 泉宗　心音
埼玉県 熊田菜奈海 三重県 谷原　美来 福岡県 長尾　梨沙
埼玉県 平川　佳恵 三重県 入江菜々美 福岡県 坂井　百望
埼玉県 三村　紀子 三重県 梶田ひかる 福岡県 溝田　月輝
埼玉県 坪井　美樹 三重県 新西　智子 福岡県 藤田　亜美
埼玉県 荒川　沙里 三重県 中村　心 福岡県 片桐　麻実
埼玉県 吉田由美子 三重県 柳川　穂波 福岡県 渡邊　美和
千葉県 須藤　真海 岐阜県 加藤　久美 佐賀県 笠原　裕奈
千葉県 須藤　香織 岐阜県 加藤　碧唯 佐賀県 中島　望結
千葉県 藤田　梨聖 滋賀県 山本智恵美　 長崎県 松尾　妃奈
千葉県 水野　あやか 滋賀県 草名恵美子 長崎県 中島　佳音
千葉県 内野　ひかり 滋賀県 中川みち子 長崎県 富永知紗希
千葉県 向谷　美咲 滋賀県 澤田　典子 長崎県 山中美智恵
東京都 照山　莉央 滋賀県 竹山　亜希 長崎県 永田　ゆり
東京都 中島　梨沙 京都府 坂本真貴子 長崎県 山﨑千代美
東京都 矢野　彩花 京都府 安田　柚依 熊本県 小原ともみ
東京都 新倉　千秋 京都府 森下　結 熊本県 平山留美子
東京都 野仲　美咲 京都府 森下　美紀 熊本県 中川　晶子
東京都 堀口はるな 京都府 栂尾　陽子 熊本県 今井　双葉
東京都 熊沢　遥 京都府 山崎　多鶴 宮崎県 長峰　栄子
東京都 藤田　妃夏 大阪府 石本恵梨奈 宮崎県 長友　貴子
東京都 渡辺　音彩 大阪府 岡村　捺稀 宮崎県 佐藤　美穂
東京都 宿谷　貴子 大阪府 庭月野　恵 宮崎県 藤井果莉奈
東京都 吉田　有華 大阪府 中野　麻希 宮崎県 藤井　聖絵
東京都 石井　萌佳 大阪府 緒方　彩音 沖縄県 砂川　舞佳
東京都 神杉　明音 大阪府 緒方　美空 沖縄県 下地　綾乃
東京都 高橋　亜子 大阪府 山本真規子 沖縄県 稲福心衣奈
東京都 鈴木菜津海 大阪府 藤田　美空 沖縄県 登川　舞
東京都 甲藤　千明 大阪府 京井　朋子 学生連合 立花　沙貴
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所属 選手名
学生連合 戸塚　眞由
学生連合 安田明香里
学生連合 許田　美香
学生連合 高橋　咲紀
学生連合 浦野　未瑚
学生連合 藤沼　稚奈
学生連合 八木　彩夏
学生連合 河村　怜奈
学生連合 上口りずむ
学生連合 岩元美咲希
学生連合 山崎　優
愛知県 近藤  菜帆
愛知県 戸塚　知菜
愛知県 早川　知里
愛知県 薄窪　夢叶
愛知県 豊田こころ
愛知県 江崎　華菜
愛知県 山田悠畝奈
愛知県 酒井　愛
愛知県 髙本　聖菜
愛知県 長屋　似奈
愛知県 押切　絢音
愛知県 林　育美


