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1 1 森崎可南子 筑波大学

米原実令 筑波大学 森崎可南子 / 米原実令

ｂye 10

ｂye 森崎可南子 / 米原実令

2 橘梨子 日本大学 61 62  

加藤慧 日本大学 橘梨子 / 加藤慧

3 松本安莉 山梨学院大学 61 61  

石野碧 山梨学院大学 剱持梓 / 森川菜花

4 長島理子 専修大学 63 26 10-7 

林夏鈴 専修大学 長島理子 / 林夏鈴

5 竹内あやか 法政大学 61 64  

小松茉莉奈 法政大学 剱持梓 / 森川菜花

ｂye 60 61  

ｂye 剱持梓 / 森川菜花

6 13～16 剱持梓 早稲田大学 10

森川菜花 早稲田大学 剱持梓 / 森川菜花

7 9～12 熊谷ひかる 明治大学 64 62  

齊藤佳帆 明治大学 熊谷ひかる / 齊藤佳帆

ｂye 10

ｂye 楚南美波 / 高橋玲奈

8 楚南美波 亜細亜大学 64 62  

高橋玲奈 亜細亜大学 楚南美波 / 高橋玲奈

9 林彩子 法政大学 75 64  

下地奈奈 法政大学 緑川由紀子 / 西里夏子

10 古川真実 駒沢大学 46 64 10-4 

梶谷亜未 駒沢大学 前田夢佳 / 林和香那

11 前田夢佳 日本大学 75 64  

林和香那 日本大学 緑川由紀子 / 西里夏子

ｂye 75 63  

ｂye 緑川由紀子 / 西里夏子

12 5～8 緑川由紀子 山梨学院大学 10 A

西里夏子 山梨学院大学 根本咲菜 / 小松莉奈

13 3～4 村瀬早香 慶應義塾大学 62 64  

押野紗穂 慶應義塾大学 村瀬早香 / 押野紗穂

ｂye 10

ｂye 村瀬早香 / 押野紗穂

14 江見優生乃 法政大学 75 61  

長野あさか 法政大学 江見優生乃 / 長野あさか

15 林桃香 東洋学園大学 61 75  

二宮歌保 東洋学園大学 村瀬早香 / 押野紗穂

16 浅山貴和子 立教大学 64 75  

三井葉月 立教大学 西田奈生 / 城間安実

17 西田奈生 慶應義塾大学 64 61  

城間安実 慶應義塾大学 西田奈生 / 城間安実

ｂye 46 64 11-9 

ｂye 山添絵理 / 辻紘子

18 13～16 山添絵理 早稲田大学 10

辻紘子 早稲田大学 根本咲菜 / 小松莉奈

19 9～12 廣川真由 早稲田大学 46 63 10-5 

大河真由 早稲田大学 廣川真由 / 大河真由

ｂye 10

ｂye 中沢夏帆 / 朝倉菜月

20 杉浦佳代 専修大学 64 62  

金澤あすみ 専修大学 中沢夏帆 / 朝倉菜月

21 中沢夏帆 亜細亜大学 63 75  

朝倉菜月 亜細亜大学 根本咲菜 / 小松莉奈

22 助川峰理 早稲田大学 63 61  

米原さくら 早稲田大学 助川峰理 / 米原さくら

23 高橋未来 立教大学 64 46 10-4 

村橋舞 立教大学 根本咲菜 / 小松莉奈

ｂye 62 76(4)  

ｂye 根本咲菜 / 小松莉奈

24 5～8 根本咲菜 東洋学園大学 10

小松莉奈 東洋学園大学

根本咲菜 / 小松莉奈 6 2 6

大矢希 / 清水映里 4 6 10
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25 5～8 金井綾香 早稲田大学

下地奈緒 早稲田大学 金井綾香 / 下地奈緒

ｂye 10

ｂye 金井綾香 / 下地奈緒

26 清水梨世 山梨学院大学 60 62  

後藤あおいこ 山梨学院大学 吉冨夢子 / 原口沙絵

27 吉冨夢子 山梨学院大学 63 60  

原口沙絵 山梨学院大学 大矢希 / 清水映里

28 相川貴子 立教大学 63 64  

倉島愛 立教大学 大矢希 / 清水映里

29 大矢希 早稲田大学 60 61  

清水映里 早稲田大学 大矢希 / 清水映里

ｂye 63 46 10-6 

ｂye 福井景子 / 大嶺真緒

30 9～12 福井景子 山梨学院大学 10

大嶺真緒 山梨学院大学 大矢希 / 清水映里

31 13～16 今田愛香 青山学院大学 63 62  

三角ゆりあ 青山学院大学 今田愛香 / 三角ゆりあ

ｂye 10

ｂye 今田愛香 / 三角ゆりあ

32 江代純菜 慶應義塾大学 63 62  

山藤真帆 慶應義塾大学 江代純菜 / 山藤真帆

33 芳地美和 日本体育大学 61 62  

北原千波 日本体育大学 今田愛香 / 三角ゆりあ

34 池田月 日本大学 75 63  

力石優衣 日本大学 池田月 / 力石優衣

35 岩田愛永 駒沢大学 63 64  

日暮春香 駒沢大学 反田茉鈴 / 向井マリア

ｂye 75 46 10-3 

ｂye 反田茉鈴 / 向井マリア

36 3～4 反田茉鈴 慶應義塾大学 10 B

向井マリア 慶應義塾大学 大矢希 / 清水映里

37 5～8 田中文彩 亜細亜大学 36 63 10-6 

松田美咲 亜細亜大学 田中文彩 / 松田美咲

ｂye 10

ｂye 田中文彩 / 松田美咲

38 菅萌々子 東洋大学 62 60  

高岡佑衣 東洋大学 成田早紀 / 輿石真奈

39 成田早紀 東京国際大学 61 63  

輿石真奈 東京国際大学 田中文彩 / 松田美咲

40 木村有希 立教大学 63 63  

中山史織 立教大学 渡邉美雪 / 野田凪葉

41 渡邉美雪 日本大学 63 61  

野田凪葉 日本大学 竹本琴乃 / 宮田みほ

ｂye 62 76(2)  

ｂye 竹本琴乃 / 宮田みほ

42 9～12 竹本琴乃 明治大学 10

宮田みほ 明治大学 田中文彩 / 松田美咲

43 13～16 宮内梨奈 専修大学 76 60  

鈴木葵 専修大学 宮内梨奈 / 鈴木葵

ｂye 10

ｂye 宮内梨奈 / 鈴木葵

44 今村南 早稲田大学 63 63  

倉持美穂 早稲田大学 前田遥佳 / 江尻美奈

45 前田遥佳 日本体育大学 64 36 10-6 

江尻美奈 日本体育大学 並木友花 / 牛島里咲

46 並木友花 筑波大学 62 64  

牛島里咲 筑波大学 並木友花 / 牛島里咲

47 井上鈴袈 明治大学 62 60  

福田志帆 明治大学 並木友花 / 牛島里咲

ｂye 64 46 10-4 

ｂye 細沼千紗 / 上唯希

48 2 細沼千紗 早稲田大学 10

上唯希 早稲田大学


