
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 307350 村中 歩美 学連 東海大学
2 307358 長崎 舞 学連 専修大学
3 307094 仲村 ひかる 学連 早稲田大学
4 307189 太田 好美 学連 早稲田大学
5 307518 野々山 颯絵 学連 日本体育大学
6 307152 渡邉 歩実 学連 日本大学
7 307293 上野 世玲奈 学連 日本大学
8 307145 最上 愛里沙 学連 日本大学
9 307385 中澤 真緒 学連 早稲田大学

10 307170 石栗 優 学連 早稲田大学
11 307438 新山 凪沙 学連 早稲田大学
12 307427 小川 彩也香 学連 早稲田大学
13 307576 川合 麻梨紗 学連 武庫川女子大学
14 307603 小番 聖夏 学連 日本体育大学
15 307676 畠山 睦美 学連 専修大学
16 307809 山本 榛奈 長野 中野立志館高校
17 307283 山口 夏未 学連 日本大学
18 307222 望月 絵里菜 学連 早稲田大学
19 307236 根本 風花 学連 早稲田大学
20 307490 佐藤 永梨花 学連 専修大学
21 307426 大森 芽萌 学連 早稲田大学
22 307732 阿部 まなみ 学連 日本体育大学
23 307405 川本 莉愛 学連 日本体育大学
24 307487 下村 美緒 学連 法政大学
25 307523 小俣 優香 学連 日本体育大学
26 307142 杵渕 千佳 学連 日本女子体育大学
27 307248 飯塚 奈歩 学連 國學院大学
28 307768 林 鮎子 学連 法政大学
29 307122 加藤 奈那子 学連 日本大学
30 307460 松浦 由季乃 学連 法政大学
31 307525 渋谷 光 学連 法政大学
32 307432 小林 優里 学連 慶応義塾大学
33 307591 畔上 慧奈 学連 専修大学
34 307195 庄司 彩那 学連 法政大学
35 307129 波多野 希美 学連 早稲田大学
36 307368 浅水 洸佳 学連 日本女子体育大学
37 307468 斎藤 百夏 学連 関西学院大学
38 307729 矢部 里奈 学連 日本体育大学
39 307547 伊藤 佳澄 学連 専修大学
40 307233 宮木 亜理紗 学連 大東文化大学
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41 307459 猪俣 美彩 学連 早稲田大学
42 307515 浦野 皐月 学連 信州大学
43 307486 小池 百合乃 学連 慶応義塾大学
44 307242 大野 ちはる 学連 日本女子体育大学
45 307499 荒木 遥耶 学連 専修大学
46 307484 若月 美優 学連 青山学院大学
47 307175 金井 麻菜美 学連 立命館大学
48 307240 宮本 里奈 学連 日本女子体育大学
49 307085 阪井 愛理 学連 日本体育大学
50 307447 森 朝香 学連 同志社大学
51 307137 多胡 和純 学連 國學院大学
52 307256 佐藤 三代 学連 中京大学
53 307080 田渕 涼子 学連 中央大学
54 307208 田口 藍 学連 國學院大学
55 307900 高田 空色 長野 中野立志館高校
56 307273 中谷 美月 学連 大東文化大学
57 307477 山田 あづさ 学連 専修大学
58 307228 山崎 野乃花 学連 東海大学
59 307197 須永 萌里 学連 日本女子体育大学
60 307492 串崎 未奈 学連 立命館大学
61 307418 犬束 彩葵 学連 日本女子体育大学
62 307348 二俣 友里 学連 日本体育大学
63 307392 折口 美穂 学連 早稲田大学
64 307812 小島 愛珠香 長野 上田千曲高校
65 307306 中村 遥 学連 龍谷大学
66 307252 平口 満理 学連 武庫川女子大学
67 307516 土井 桃花 学連 法政大学
68 307811 大場 芽依 長野 上田東高校
69 307550 鈴木 美樹 学連 武庫川女子大学
70 307474 小茂田 香奈 学連 専修大学
71 307344 佐藤 麻美 学連 東京女子体育大学
72 307747 南波 陽菜 学連 大阪産業大学
73 307574 片田 詩織 学連 武庫川女子大学
74 307412 濱田 空 学連 武庫川女子大学
75 307554 原 杏沙花 学連 明治学院大学
76 307421 川嶋 晴 学連 日本女子体育大学
77 307251 林 真紀 学連 関西学院大学
78 307545 寺門 咲歩 学連 筑波大学
79 307357 岩元 波香 学連 東京女子体育大学
80 307188 荻原 歩 学連 武庫川女子大学
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81 307618 上田 莉子 学連 武庫川女子大学
82 307465 青木 里実 学連 東京女子体育大学
83 307393 三室 絢加 学連 武庫川女子大学
84 307528 伊藤 あずさ 学連 筑波大学
85 307702 松岡 瑞季 学連 立教大学
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