
矢作 静香(日法,3)

米山 仁美(千葉,4)

女子Ｃ①

6月6日
桶川サンアリーナ

803 807

岡田 菜摘(千葉,2)

801 原田 菜摘(神大,2)

藤原 美穂(MBA,2)

811 813

大路 優理香(慶應,2)

804 808

澤田 香純(跡見,3) 大関 智絵(学習院,3)

松本 彩佳(実践,3)

805 809

津留 春花(駒沢,2) 昆 遥架(国士舘,2)

横山 泉(明学,2)

802川久保 愛(あられ,3)

國馬 美香(跡見,2)

806 810

篠田 友美(慶應,3)

冨吉 愛美(日商,4)

812 814

石川　 敬子(明生,3)

815 816
817

今村 佳代(ヤング,2)



中野 裕美(関学,4) 須山 楓(跡見,3)

802

女子Ｃ②

6月14日
桶川サンアリーナ

804 808

前納 美貴(日商,2) 豊田 絵梨(友羽会,2)

801

青木 かなえ(ヤング,2) 伊藤 香菜美(明学,2)

812 814

山本 えりか(慶應,2)

吉岡 里美(ミラージュ,3)

805 809

荻原 夏海(玉川,2)

鈴木 友紀子(KBL,2)

816 817
818

福田 萌乃(友羽会,3)

中俣 紗希子(千葉,2)

806 810

下野 有美(明生,2)

武者 彩夏(明和,3)

813 815

太田 愛(日生,2)

803丸山 恵理佳(法政,3)

川口 実夏(日法,4)

舟木 彩夏(中央,2)

807 811

坂本 遥(J-Birds,4)



片山 慧美(日商,4) 久米 祐梨子(法政,3)

女子Ｃ③

7月4日①
桶川サンアリーナ

821 823

805 809

岩佐 芹香(法政,2)

801 真家 歩(日理,1)

高塩 明衣(東経,2)

806 810

渡辺 桃子(日法,3) 山下 きりの(スポ愛,3)

829 830
833

比留間 穂花(明和,3) 佐藤 優紀(ちょこ,3)

802高山 愛衣(日文,1)

小嶋 菜南子(明和,2)

807 811

小谷田 結花(日文,4)

住吉 茉歩(日生,2)

白濱 ゆりえ(学習院,3)白勢 葵(スポ愛,2)

小川 璃奈(友羽会,2)

金子 智美(中央,3)

808 812

822 824

加藤 朱里(明学,2)



平田 絵理(日文,4)

女子Ｃ④

7月4日②
桶川サンアリーナ

田沼 晴菜(跡見,2)

825 827

813 817

金子 詩歩(駒沢,1)

803 岡本 佳奈(明学,2)

和田 佳苗(友羽会,1)

814 818

臼井 沙織(学習院,3)

831 832
834

福田 みのり(慶應,2)

816 820

万川 英梨(法政,3) 藤田 優里(日商,4)

826 828

鈴木 果林(慶應,1)

804

平井 こころ(日法,3)

長 奈緒子(スポ愛,1)

木村 慧(神大,2)

荻上 文芽(日生,2)藤森 真由子(明和,2)

山本 菜央(KBL,2)

819815

勝俣 千咲(玉川,2)

田井 真里亜(東経,2)



中満 遥香(慶應,3) 丹羽 麗実(慶應,3)

女子Ｃ⑤

7月4日③
江戸川区総合体育館

803 807

小山 淑美(明和,1)

801 古谷 未羽(跡見,2)

永田 萌(友羽会,1)

811 813

恩田 ひな子(日商,2) 澤口 綾香(大東愛,2)

櫻井 晶子(日文,3)

804 808

並木 千夏(ラブオール,3)

815 816
817

万木 泉(国士舘,3) 川崎 愛(スポ愛,3)

805 809

諸井 花恵(明学,2) 富澤 麻美(法政,2)

812 814

井上 幸美(ミラージュ,2)

802井上 有紗(東経,2)

矢野 茉莉子(KBL,1)

806 810

和久井 夏帆(学習院,3) 伊藤 麻里(クローバー,3)



松村 雪菜(友羽会,4) 木本 牧(ちょこ,3)

女子Ｃ⑥

7月4日④
北本市体育センター

805 809

志水 玲奈(慶應,1)

801 朱本 悠雅(学習院,2)

蛯原 志帆(高千穂,2)

821 823

近藤 沙彩(日商,2) 市原 美和(明学,2)

806 810

久野 ななみ(クローバー,3) 金澤 朋美(跡見,3)

829 830
833

清末 菜津子(学習院,3) 猪瀬 陽加(筑波,3)

807 811

藤本 侑花(ひこうせん,2) 佐藤 咲樹(スポ愛,2)

822 824

池田 朋子(玉川,2)

802星野 智美(大東愛,2)

風間 あゆみ(クローバー,1)

808 812

藤沼 可南(日文,3) 加藤 友美(日商,4)



804

多部田 菜緒(中央,2)

石田 潤子(ちょこ,2)

田内 美帆(日商,2)

高野 沙也花(学習院,3)

奥津 沙耶(跡見,2)

817

803

814 818

831 832
834

佐藤 優里香(慶應,1)

篠田 夏穂(慶應,3)篠崎 千尋(ミラージュ,3)

戸邉 桃菜(法政,1)

高橋 史(早稲田,3)

塚本 結子(日文,1)

林 加奈恵(大東愛,1)

岡島 沙恵(実践,2)

井上 莉沙(法政,2)

825 827

813

女子Ｃ⑦

7月4日⑤
北本市体育センター

815 819

熊谷 麻友(筑波,3) 中桐 美沙紀(跡見,2)

826 828

久保 愛伽里(日文,1)

芳野 萌(友羽会,1)

816 820



女子Ｃ⑧

7月5日
桶川サンアリーナ

大久保 由香(友羽会,1)

801 田辺 環(J-Birds,2)

須崎 なつみ(ミラージュ,3) 島本 葉月(法政,3)

三上 友佳(駒沢,1)

811 813

804 808

永瀬 春花(慶應,5) 古賀 安紗実(上智,3)

803 807

野中 未咲季(友羽会,2)佐々木 美音(千葉,2)

809805

817

小田切 菜々(友羽会,2) 坂本桃子(慶應,3)

815 816

806 810

山田 茉里奈(日生,3)多田 安衣美(跡見,4)

宮尾 歩実(筑波,2)

佐藤 眞理子(友羽会,1)

福井 千賀子(日商,2)

小島 帆南海(千葉,2)

802

福永 麻央(実践,2)

812 814


