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St Name SF Final

1 #VALUE! 福井景子 山梨学院大学

横川仁美 山梨学院大学 福井景子 / 横川仁美

2 湯澤玲奈 日本大学 60 75  WINNER

中村よし乃 日本大学 福井景子 / 横川仁美

3 高橋楓 専修大学 62 61  

吉原里佳奈 専修大学 高橋楓 / 吉原里佳奈

4 星野ひかる 日本女子体育大学 63 75  

興津茂枝 日本女子体育大学

5 #VALUE! 河村美咲 山梨学院大学

石野碧 山梨学院大学 河村美咲 / 石野碧

6 武田茉里香 日本大学 62 75  WINNER

福田夏菜 日本大学 河村美咲 / 石野碧

7 田中真子 慶應義塾大学 64 26 104 

中村礼 慶應義塾大学 田中真子 / 中村礼

8 清水美伽 法政大学 64 61  

服部美菜 法政大学

9 #VALUE! 千葉南奈 青山学院大学

三角ゆりあ 青山学院大学 千葉南奈 / 三角ゆりあ

10 市橋里紗 慶應義塾大学 62 60  WINNER

長瀬汐里 慶應義塾大学 千葉南奈 / 三角ゆりあ

11 菅光葉 東洋英和女学院大学 62 64  

平形友香 東洋英和女学院大学 菅光葉 / 平形友香

12 大橋莉子 上武大学 64 75  

伊藤未歩 上武大学

13 #VALUE! 高橋唯 青山学院大学

幸田涼音 青山学院大学 高橋唯 / 幸田涼音

14 中村さやか 聖心女子大学 76(5) 62  WINNER

齋須彩夏 日本大学 岩田愛永 / 梶谷亜未

15 岩舘百香 明海大学 64 61  

有賀瀬菜 明海大学 岩田愛永 / 梶谷亜未

16 岩田愛永 駒沢大学 61 61  

梶谷亜未 駒沢大学

17 #VALUE! 木村優子 早稲田大学

森川菜花 早稲田大学 木村優子 / 森川菜花

18 鈴木理沙 成蹊大学 60 60  WINNER

森麻里奈 成城大学 木村優子 / 森川菜花

19 堀井ともみ 東洋英和女学院大学 63 63  

山本久美子 東洋英和女学院大学 堀井ともみ / 山本久美子

20 芳地美和 日本体育大学 64 76(2)  

北原千波 日本体育大学

21 #VALUE! 江見優生乃 法政大学

長野あさか 法政大学 江見優生乃 / 長野あさか

22 割谷ちひろ 順天堂大学 60 61  WINNER

鈴木菜摘 順天堂大学 岩井真優 / 並木友花

23 嶋田夏紀 学習院大学 63 63  

中山日々紀 学習院大学 岩井真優 / 並木友花

24 岩井真優 筑波大学 60 61  

並木友花 筑波大学

25 #VALUE! 宮内梨奈 専修大学

太田香純 専修大学 宮内梨奈 / 太田香純

26 久門優 東海大学 62 61  WINNER

中村瑛莉香 東海大学 宮内梨奈 / 太田香純

27 大澤真琳 山梨学院大学 63 64  

初沢真央 山梨学院大学 村橋舞 / 木村有希

28 村橋舞 立教大学 64 64  

木村有希 立教大学

29 #VALUE! 其田桃子 青山学院大学

鈴木舞 青山学院大学 其田桃子 / 鈴木舞

30 小島野乃花 日本体育大学 61 76(4)  WINNER

吉田彩 日本体育大学 其田桃子 / 鈴木舞

31 芥川絵里 東海大学 26 62 1412 

岩井あみ 東海大学 増田舞優乃 / 大川雪菜

32 増田舞優乃 東京農業大学 61 62  

大川雪菜 東京農業大学

Block 1～16
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33 #VALUE! 中沢夏帆 亜細亜大学

楚南美波 亜細亜大学 中沢夏帆 / 楚南美波

34 澁谷美有 東洋学園大学 62 62  WINNER

青木菜奈 東洋学園大学 前田遥佳 / 江尻美奈

35 林夏鈴 専修大学 26 63 119 

金澤あすみ 専修大学 前田遥佳 / 江尻美奈

36 前田遥佳 日本体育大学 63 62  

江尻美奈 日本体育大学

37 #VALUE! 渡邉美雪 日本大学

野田凪葉 日本大学 渡邉美雪 / 野田凪葉

38 尾越美里 東京女子体育大学 63 62  WINNER

鈴木春佳 東京女子体育大学 渡邉美雪 / 野田凪葉

39 渡部さくら 東京学芸大学 76(5) 63  

小林万里香 東京学芸大学 渡部さくら / 小林万里香

40 吉田栞菜 東京農業大学 36 76(1) 1210 

川田真夕 東京農業大学

41 #VALUE! 吉村暉 山梨学院大学

清水梨世 山梨学院大学 吉村暉 / 清水梨世

42 加藤美怜 東海大学 75 75  WINNER

江口琴音 東海大学 吉村暉 / 清水梨世

43 ムナスィンガ莉奈 東洋学園大学 64 75  

林桃香 東洋学園大学 ムナスィンガ莉奈 / 林桃香

44 池田月 日本大学 17 76(7) 108 

俣賀瑞希 日本大学

45 #VALUE! 林彩子 法政大学

下地奈奈 法政大学 林彩子 / 下地奈奈

46 宮道嘉連 日本体育大学 64 75  WINNER

小田爽佳 日本体育大学 林彩子 / 下地奈奈

47 成田早紀 東京国際大学 61 75  

輿石真奈 東京国際大学 成田早紀 / 輿石真奈

48 後藤あおいこ 山梨学院大学 62 64  

永瀬麻衣 山梨学院大学

49 #VALUE! 江口琴音 日本体育大学
鈴木風咲 日本体育大学 羽澤未宥 / 福永雛乃

50 羽澤未宥 駒沢大学 76 62  WINNER

福永雛乃 駒沢大学 羽澤未宥 / 福永雛乃

51 吉村玲子 東海大学 75 61  

山村寿莉 亜細亜大学 吉村玲子 / 山村寿莉

52 菅萌々子 東洋大学 63 76  

高岡佑衣 東洋大学

53 #VALUE! 前田夢佳 日本大学

林和香那 日本大学 前田夢佳 / 林和香那

54 鶴岡美咲 早稲田大学 61 61  WINNER

野崎真帆 早稲田大学 前田夢佳 / 林和香那

55 星野友希 東京農業大学 61 61  

林和 東京農業大学 星野友希 / 林和

56 山口美槻 山梨学院大学 63 46 108 

小田育歩 山梨学院大学

57 #VALUE! 杉浦佳代 専修大学
長島理子 専修大学 窪田夏奈 / 東優花

58 窪田夏奈 立教大学 46 63 1513 WINNER

東優花 立教大学 窪田夏奈 / 東優花

59 川口真弥 東洋学園大学 63 26 104 

小野瑞希 東洋学園大学 川口真弥 / 小野瑞希

60 加藤朱音 東京国際大学 76(3) 75  

大川璃沙 東京国際大学

61 #VALUE! 渋沢遥 亜細亜大学

大西沙依 亜細亜大学 渋沢遥 / 大西沙依

62 渋沢百香 日本女子体育大学 63 63  WINNER

寺井夏実 明治学院大学 原口沙絵 / 松本安莉

63 沓名舞子 東京国際大学 61 62  

谷内愛加 東京国際大学 原口沙絵 / 松本安莉

64 原口沙絵 山梨学院大学 60 60  

松本安莉 山梨学院大学


