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内田 美羽（法政大学）

齋 藤 柚（東京情報大学）

山根 千遥（大妻女子大学）

梅津 茉那（東海大学）

中村 優希（明治大学）

田中 寿奈（日本大学）

佐藤 絢音（立教大学）

新垣 百花 （東京女子体育大学）

木村 和奏（日本体育大学）

稲橋 柚乃（帝京大学）

戸﨑 雪穂（青山学院大学）

有 田 桜（作新学院大学）

飯田 朱音（専修大学）

三輪 朋香（法政大学）

原田 美唯（立教大学）

横内 美海 （東京女子体育大学）

赤須 佳奈（専修大学）

久高 七海（大妻女子大学）

金子 歩乃夏（帝京大学）

宮下 彩奈（明治大学）

吉田 百伽（東海大学）

釜谷 知佳（日本体育大学）

小 川 凜 （日本女子体育大学）

尾林 佳奈（法政大学）

石井 亜海（日本大学）

島 倉 唯（作新学院大学）

櫻井 紀香 （東京女子体育大学）

池田 あかり （日本体育大学）

中山 知都香（立教大学）

武 田 愛（日本大学）

阿部 衣純（専修大学）

野口 結衣（東海大学）

大髙 舞衣 （日本女子体育大学）

加 藤 響（東京情報大学）

森川 すみれ（立教大学）

堤 みほろ（法政大学）

小泉 歩璃（大妻女子大学）

髙見 優里（青山学院大学）

宇都 智加（早稲田大学）

南雲 美音（青山学院大学）

森山 紗帆（法政大学）

阿部 風花（日本体育大学）

日笠 美空（専修大学）

阿部 礼愛（立教大学）

早川 凜花（東海大学）

清家 萌々香 （大妻女子大学）

石上 瑠奈（日本大学）

我如古 莉央 （東京情報大学）

吉澤 莉緒 （日本女子体育大学）

松本 みなみ（明治大学）

染谷 菜々美（筑波大学）

決勝戦
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宮﨑 淳美（法政大学）

冨塚 真優子 （青山学院大学）

横塚 珠七 （日本女子体育大学）

石塚 日菜子 （大妻女子大学）

加藤 環季（専修大学）

山浦 波瑠（日本大学）

栁下 生帆（帝京大学）

原島 彩乃（東海大学）

小林 璃菜（東京情報大学）

佐藤 陽菜（立教大学）

清水 有里紀 （作新学院大学）

本田 胡桃（明治大学）

木林 千耀（日本体育大学）

高橋 千夏（明治大学）

杉山 雪香（帝京大学）

長谷川 未来（立教大学）

古 庄 樹（青山学院大学）

十亀 加奈江 （日本体育大学）

重見 ゆきの （東京情報大学）

花上 陽莉（東海大学）

佐藤 未蘭 （東京女子体育大学）

宮下 澪奈（日本大学）

小笠原 史華（立教大学）

大津留 呼春（専修大学）

初 芝 弥（大妻女子大学）

櫻井 理湖（法政大学）

杉本 千紘（専修大学）

中村 佳織（法政大学）

髙橋 美萩（日本体育大学）

新 田 凪 （東京女子体育大学）

佐藤 くるみ（東海大学）

佐々木 りん（日本大学）

中條 由菜（立教大学）

大野 さくら（東京大学）

宮内 湖音（東京情報大学）

岩瀬 由美（大妻女子大学）

鈴木 幸恵（明治大学）

髙久 舞衣 （日本女子体育大学）

高橋 奈那（作新学院大学）

日下 智晶（大妻女子大学）

八角 実侑（法政大学）

坂 井 叶（専修大学）

菊地 沙綾 （東京女子体育大学）

宮崎 愛弓（立教大学）

織 田 遥（日本大学）

千葉 美采（日本体育大学）

草野 真央（青山学院大学）

髙野 怜菜 （日本女子体育大学）

高木 愛奈（東海大学）

泉 尚 希（帝京大学）

西野 公美子（専修大学）

栗原 あかり（筑波大学）


