
No. 大学番号 個人番号 大学名
1 2003 200302 帝京大学 田邊 梨子 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ
1 2006 200609 筑波大学 土田 玲奈 ﾂﾁﾀﾞ ﾚﾅ
2 2006 200610 筑波大学 山下 彩海 ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾐ
1 2008 200803 神奈川大学 金子 優華 ｶﾈｺ ﾕｳｶ
2 2008 200804 神奈川大学 田中 沙季 ﾀﾅｶ ｻｷ
1 2011 201111 立教大学 齋藤 真琴 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ
2 2011 201112 立教大学 長谷川 真子 ハセガワ ﾏｺ
3 2011 201113 立教大学 桝谷 志穂 ﾏｽﾔ ｼﾎ
1 2013 201319 専修大学 大手 綾花 ｵｵﾃ ｱﾔｶ
1 2015 201502 東京理科大学 張替 玲香 ﾊﾘｶｴ ﾚｲｶ
1 2016 201607 玉川大学 鈴木 あい ｽｽﾞｷ ｱｲ
2 2016 201608 玉川大学 雨夜 玲美 ｱﾏﾔ ﾚﾐ
1 2019 201905 芝浦工業大学 東 さやか ｱｽﾞﾏ ｻﾔｶ
1 2020 202005 尚美学園大学 加藤 志乃 ｶﾄｳ ﾕｷﾉ
1 2022 202208 東洋大学 星 南 ﾎｼ ﾐﾅﾐ
2 2022 202209 東洋大学 花光 美里 ﾊﾅﾐﾂ ﾐｻﾄ
3 2022 202210 東洋大学 米山 くるみ ﾖﾈﾔﾏ ｸﾙﾐ
4 2022 202211 東洋大学 飯塚 冴華 ｲｲｽﾞｶ ｻｴｶ
5 2022 202212 東洋大学 山岸 優生 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ
6 2022 202213 東洋大学 眞田 采奈 ｻﾅﾀﾞ ｱﾔﾅ
1 2025 202511 首都大学東京 齋 つぐみ ｻｲ ﾂｸﾞﾐ
2 2025 202512 首都大学東京 廣田 実穂 ﾋﾛﾀ ﾐﾎ
1 2027 202707 東京都市大学 小菅 志温 ｺｽｹﾞ ｼｵﾝ
2 2027 202708 東京都市大学 川島 理乃 ｶﾜｼﾏ ﾘﾉ
1 2028 202806 駒澤大学 嶺岸 理沙 ﾐﾈｷﾞｼ ﾘｻ
2 2028 202807 駒澤大学 小林 希帆 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾎ
1 2034 203407 東洋大学理工学部 神辺 理紗 ｶﾝﾍﾞ ﾘｻ
2 2034 203408 東洋大学理工学部 高岡 裕里 ﾀｶｵｶ ﾕﾘ
3 2034 203409 東洋大学理工学部 内野 緩奈 ｳﾁﾉ ｶﾝﾅ
4 2034 203410 東洋大学理工学部 井上 真歩 ｲﾉｳｴ ﾏﾎ
5 2034 203411 東洋大学理工学部 竹内 愛理 ﾀｹｳﾁ ｱｲﾘ
6 2034 203412 東洋大学理工学部 小嶋 由香 ｺｼﾞﾏ ﾕｶ
1 2036 203608 明星大学 長尾 衣純 ﾅｶﾞｵ ｲｽﾞﾐ
2 2036 203609 明星大学 渡邊 雪乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ
1 2040 204002 流通経済大学 鈴木 茉衣 スズキ ﾏｲ
1 2041 204104 武蔵大学 古屋 香奈 ﾌﾙﾔ ｶﾅ
2 2041 204105 武蔵大学 徳永 玲奈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾚｲﾅ
1 2042 204205 創価大学 池田 桃香 ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｶ
1 2043 204305 千葉大学 八木 真理恵 ﾔｷﾞ ﾏﾘｴ
1 2045 204507 東京農業大学 佐古田 綾 ｻｺﾀ ｱﾔ
2 2045 204508 東京農業大学 佐々野 如花 ｻｻﾉ ﾕｶ
1 2047 204705 群馬大学 深澤 日向子 ﾌｶｻﾜ ﾋﾅｺ
2 2047 204706 群馬大学 関根 加恵 ｾｷﾈ ｶｴ
1 2049 204905 東京学芸大学 山田 雅子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｺ
2 2049 204906 東京学芸大学 渡辺 真由 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ
1 2050 205003 共愛学園前橋国際大学 川村 芽生奈 ｶﾜﾑﾗ ﾒｲﾅ
2 2050 205004 共愛学園前橋国際大学 大村 遥 ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｶ
1 2051 205113 獨協大学 市川 真帆 イチカワ マホ
2 2051 201514 獨協大学 田中 百英 ﾀﾅｶ ﾓﾓｴ
3 2051 201515 獨協大学 水野 ほのか ﾐｽﾞﾉ ﾎﾉｶ
1 2053 205308 高崎経済大学 小原 侑那 オバラ ユキナ
2 2053 205309 高崎経済大学 小暮 沙理奈 コグレ サリナ
3 2053 205310 高崎経済大学 斎藤 彩香 サイトウ サヤカ
4 2053 205311 高崎経済大学 篠原 茅夏 シノハラ チナツ
5 2053 205312 高崎経済大学 鈴木 冴佳 スズキ サエカ
6 2053 205313 高崎経済大学 萩谷 直央 ハギヤ ナオ
7 2053 205314 高崎経済大学 三原 夢花 ミハラ ユメカ
8 2053 205315 高崎経済大学 山崎 南帆 ヤマザキ ナホ

前期 追加登録



1 2054 205402 成蹊大学 木下 留偉 ｷﾉｼﾀ ﾙｲ
2 2054 205403 成蹊大学 清水 美乃理 ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾘ
3 2054 205404 成蹊大学 新川 怜 ｼﾝｶﾜ ﾚｲ
1 2057 205704 慶應義塾大学 中元 悠花子 ﾅｶﾓﾄ ﾕｶｺ
2 2057 205705 慶應義塾大学 小沼 みなみ ｵﾇﾏ ﾐﾅﾐ
3 2057 205706 慶應義塾大学 福田 瑠奈 ﾌｸﾀﾞ ﾙﾅ
1 2060 206007 明治学院大学 宮野 愛梨 ﾐﾔﾉ ｱｲﾘ
2 2060 206008 明治学院大学 牛頭 彩香 ｺﾞｽﾞ ｱﾔｶ
3 2060 206009 明治学院大学 奈佐 美佑 ﾅｻ ﾐﾕｳ
4 2060 206010 明治学院大学 幕内 沙夏 ﾏｸｳﾁ ｻﾅ
5 2060 206011 明治学院大学 三星 綾花 ﾐﾂﾎﾞｼ ｱﾔｶ
6 2060 206012 明治学院大学 矢田 采良 ﾔﾀﾞ ｻﾗ
1 2062 206207 日本大学生産工学部 吉野 めぐみ ﾖｼﾉ ﾒｸﾞﾐ
1 2064 206405 東邦大学 五木田 佳奈 ｺﾞｷﾀ ｶﾅ
2 2064 206406 東邦大学 山口 空 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ
3 2064 206407 東邦大学 増田 薫 ﾏｽﾀﾞ ｶｵﾙ
1 2065 206508 学習院大学 石井 碧海 ｲｼｲ ｱｵﾐ
2 2065 206509 学習院大学 川畑 麗奈 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ
3 2065 206510 学習院大学 新保 彩乃 ｼﾝﾎﾞ ｱﾔﾉ
4 2065 206511 学習院大学 鈴木 里彩 ｽｽﾞｷ ﾘｻ
5 2065 206512 学習院大学 藤原 有希 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷ
1 2067 206706 立正大学 小西 春菜 ｺﾆｼ ﾊﾙﾅ
2 2067 206707 立正大学 馬場 彩未 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾔﾐ
3 2067 206708 立正大学 吉田 奈央 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ
1 2068 206803 千葉工業大学 坂本 みなみ ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ
2 2068 206804 千葉工業大学 市瀬 岬 ｲﾁﾉｾ ﾐｻｷ
3 2068 206805 千葉工業大学 白鳥 あいり ｼﾗﾄﾘ ｱｲﾘ
1 2069 206907 東京農工大学 齋 佳苗 ｻｲ ｶﾅｴ
2 2069 206908 東京農工大学 山下 莉奈 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ
1 2070 207005 桜美林大学 金井 桃子 ｶﾅｲ ﾓﾓｺ
2 2070 207006 桜美林大学 大塚 里奈 ｵｵﾂｶ ﾘﾅ
3 2070 207007 桜美林大学 宇田川 奈津子 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾅﾂｺ
1 2071 207102 國學院大學 池原 梨瑚 ｲｹﾊﾗ ﾘｺ
1 2072 207206 宇都宮大学 菊池 柚香 ｷｸﾁ ﾕｽﾞｶ
2 2072 207207 宇都宮大学 福田 真由 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕ
3 2072 207208 宇都宮大学 福田 真由 ﾌｸﾀﾞ ﾏﾕ
1 2073 2072 東京外国語大学 岡崎 葉澄 ｵｶｻﾞｷ ﾊｽﾐ
2 2073 2072 東京外国語大学 小林 優香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ
1 2074 2072 文教大学 古橋 明日香 ﾌﾙﾊｼ ｱｽｶ
2 2074 2072 文教大学 伊藤 桜 ｲﾄｳ ｻｸﾗ
3 2074 2072 文教大学 平澤 美樹 ﾋﾗｻﾜ ﾐｷ
1 2076 2072 順天堂大学 長谷川 祐佳 ハセガワ ユカ
2 2076 2072 順天堂大学 中瀬 葉乃 ナカセ ハノ
3 2076 2072 順天堂大学 佐山 春奈 サヤマ ハルナ
1 2083 2072 杏林大学 土橋 未歩 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾎ
1 2086 2072 成城大学 小黒 遥花 ｵｸﾞﾛ ﾊﾙｶ
1 2087 2072 武蔵野大学 川村 波美 ｶﾜﾑﾗ ﾅﾐ
2 2087 2072 武蔵野大学 國吉 ひなの ｸﾆﾖｼ ﾋﾅﾉ
3 2087 2072 武蔵野大学 輿水 若菜 ｺｼﾐｽﾞ ﾜｶﾅ
4 2087 2072 武蔵野大学 白石 藍子 ｼﾗｲｼ ｱｲｺ
1 2088 2072 亜細亜大学 渋谷 凪沙 ｼﾌﾞﾔ ﾅｷﾞｻ
2 2088 2072 亜細亜大学 定留 多香奈 ｻﾀﾞﾄﾒ ﾀｶﾅ
1 2089 2072 淑徳大学 佐藤 果穂 ｻﾄｳ ｶﾎ
2 2089 2072 淑徳大学 岡野 実希子 ｵｶﾉ ﾐｷｺ
3 2089 2072 淑徳大学 三浦 結里菜 ﾐｳﾗ ﾕﾘﾅ
1 2090 2072 横浜市立大学 小野 綾音 ｵﾉ ｱﾔﾈ
1 2091 2072 白鴎大学 古川 結麻 ﾌﾙｶﾜ ﾕﾏ
1 2096 2072 日本女子体育大学 熊澤 里咲 ｸﾏｻﾞﾜ ﾘｻ
2 2096 2072 日本女子体育大学 仙田 千乃 ｾﾝﾀﾞ ﾁﾉ



3 2096 2072 日本女子体育大学 髙塚 舞花 ﾀｶﾂｶ ﾏｲｶ
4 2096 2072 日本女子体育大学 髙橋 明日香 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ
5 2096 2072 日本女子体育大学 山口 真由佳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾕｶ
1 2099 2072 女子栄養大学 中山 千春 ﾅｶﾔﾏ ﾁﾊﾙ
2 2099 2072 女子栄養大学 飯田 瑞季 ｲｲﾀﾞ ﾐｽﾞｷ
1 2100 2072 お茶の水女子大学 畑村 希 ﾊﾀﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ
2 2100 2072 お茶の水女子大学 窪 真咲 ｸﾎﾞ ﾏｻｷ
1 2104 2072 大妻女子大学 山田 千尋 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ
2 2104 2072 大妻女子大学 佐藤 凪 ｻﾄｳ ﾅｷﾞ
3 2104 2072 大妻女子大学 上田 実夢 ｳｴﾀﾞ ﾐﾕ
4 2104 2072 大妻女子大学 齋藤 未奈 ｻｲﾄｳ ﾐﾅ
1 2109 2072 作新学院大学 小針 美香 ｺﾊﾞﾘ ﾐｶ
1 2111 2072 文京学院大学 峰 彩加 ﾐﾈ ｱﾔｶ
1 2112 2072 帝京平成大学 苅部 桃夏 ｶﾘﾍﾞ ﾓﾓｶ
1 2113 2072 山梨学院大学 熊倉 麻衣 ｸﾏｸﾗ ﾏｲ
2 2113 2072 山梨学院大学 澤 千里 ｻﾜ ﾁｻﾄ
3 2113 2072 山梨学院大学 伊藤 彩乃 ｲﾄｳ ｱﾔﾉ


