
ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 307705 山北 鮎夏 学連 法政大学
2 307912 松本 なのは 学連 早稲田大学
3 307712 石島 瑶子 学連 早稲田大学
4 307385 中澤 真緒 学連 早稲田大学
5 307791 高橋 莉沙 学連 青山学院大学
6 307518 野々山 颯絵 学連 日本体育大学
7 307427 小川 彩也香 学連 早稲田大学
8 307601 石橋 未樹 学連 東海大学
9 307768 林 鮎子 学連 法政大学

10 307729 矢部 里奈 学連 日本体育大学
11 307603 小番 聖夏 学連 日本体育大学
12 307809 山本 榛奈 学連 専修大学
13 307426 大森 芽萌 学連 早稲田大学
14 307947 富井 雪奈 長野 長野俊英高等学校
15 307706 川端 楓 学連 東海大学
16 307438 新山 凪沙 学連 早稲田大学
17 307487 下村 美緒 学連 法政大学
18 307597 沼森 愛奈 学連 東海大学
19 307432 小林 優里 学連 慶応義塾大学
20 307689 西村 紗英 学連 早稲田大学
21 307917 木場 海怜 学連 日本大学
22 307852 吉田 好 学連 東海大学
23 307742 須永 さやの 学連 早稲田大学
24 307732 阿部 まなみ 学連 日本体育大学
25 308013 若月 新 北海道 北照高校
26 307514 横坂 直美 学連 日本大学
27 307523 小俣 優香 学連 日本体育大学
28 307517 切久保 美織 学連 日本大学
29 307679 佐藤 春香 学連 日本大学
30 307780 小田 はるな 学連 国士舘大学
31 307521 松浦 佳也乃 学連 慶応義塾大学
32 307595 佐藤 里帆 学連 東海大学
33 307561 牧野 レナ 学連 早稲田大学
34 307820 高田 栞里 学連 日本体育大学
35 307459 猪俣 美彩 学連 早稲田大学
36 307805 笹川 由紀恵 学連 日本大学
37 307762 吉川 佳菜 学連 慶応義塾大学
38 307684 髙橋 萌恵 学連 法政大学
39 307460 松浦 由季乃 学連 法政大学
40 307808 秦 麗ら 学連 日本体育大学
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

41 307547 伊藤 佳澄 学連 専修大学
42 307695 井林 奏子 学連 日本体育大学
43 307405 川本 莉愛 学連 日本体育大学
44 307591 畔上 慧奈 学連 専修大学
45 307899 清水 愛美 長野 中野西高校
46 307807 廣瀬 菜実 学連 日本大学
47 307484 若月 美優 学連 青山学院大学
48 307489 田村 彩華 学連 日本大学
49 307818 齊藤 実祐 学連 法政大学
50 307804 髙橋 明里 学連 日本体育大学
51 307813 前田 知沙樹 学連 松本大学
52 307378 塚本 慧子 学連 日本大学
53 307490 佐藤 永梨花 学連 専修大学
54 307798 村上 実紅 学連 立命館大学
55 307676 畠山 睦美 学連 専修大学
56 307728 関 光里 学連 関西学院大学
57 307936 大嶋 柚 学連 慶応義塾大学
58 307884 鈴木 千晴 学連 明治学院大学
59 307888 今村 優希 学連 同志社大学
60 307505 小木曽 真央 学連 京都産業大学
61 307782 田村 みのり 学連 慶応義塾大学
62 308020 前田 茉里乃 長野 松商学園高等学校
63 307821 森田 蕗子 学連 法政大学
64 307707 鴇田 真寿美 学連 専修大学
65 307525 渋谷 光 学連 法政大学
66 325140 RIM Seung-Hyun KOR 韓国
67 307711 伊東 桃花 学連 関西学院大学
68 307720 神保 茉美 学連 法政大学
69 307368 浅水 洸佳 学連 日本女子体育大学
70 307814 田中 瑚夏 学連 大東文化大学
71 307819 林崎 華帆 学連 立命館大学
72 307795 平井 綾乃 学連 早稲田大学
73 307682 中渡 智香 学連 國學院大学
74 307743 堀田 璃苑 学連 中央大学
75 307421 川嶋 晴 学連 日本女子体育大学
76 307701 佐藤 真冬 学連 青山学院大学
77 307846 鵜澤 小夏 学連 日本体育大学
78 307574 片田 詩織 学連 武庫川女子大学
79 307865 坂口 未祐 学連 武庫川女子大学
80 307447 森 朝香 学連 同志社大学
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

81 307776 佐藤 実紅 学連 日本女子体育大学
82 307702 松岡 瑞季 学連 立教大学
83 307650 野澤 早希 学連 日本女子体育大学
84 307392 折口 美穂 学連 早稲田大学
85 307868 村田 良花 学連 武庫川女子大学
86 307724 酒井 晶子 学連 武庫川女子大学
87 307393 三室 絢加 学連 武庫川女子大学
88 307833 菅谷 真悠子 学連 明治大学
89 307522 鎗田 裕理奈 学連 立教大学
90 307609 中林 彩 学連 京都産業大学
91 308036 洲崎 尋 学連 同志社大学
92 308077 森島 杏華 学連 立教大学
93 308049 門馬 沙貴 学連 東北学院大学
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