
1 青山学院大学 中村　莉子 青山学院大学 廣岡　理奈 青山学院大学 小嶋　志和
2 青山学院大学 濵田　みず紀 青山学院大学 石井　円子 学習院大学 高原　紗和子
3 青山学院大学 西村　詩音 青山学院大学 佐久間　恵 学習院大学 宮崎　成美
4 青山学院大学 内山　愛弓 青山学院大学 加瀬　茉莉奈 学習院大学 淡路　未結
5 学習院大学 高原　紗和子 青山学院大学 大澤　佳恵 学習院大学 本間　友望
6 学習院大学 前﨑　笙子 青山学院大学 松本　麻海 学習院大学 吉岡　里子
7 学習院大学 佐藤　彩子 青山学院大学 田中　七海 慶應義塾大学 福島　涼香
8 学習院大学 宮崎　成美 学習院大学 前﨑　笙子 慶應義塾大学 工藤　渚沙
9 学習院大学 高塚　悠希子 学習院大学 佐藤　彩子 慶應義塾大学 佐林　優
10 学習院大学 黒須　佑美 学習院大学 高塚　悠希子 専修大学 飯田　ひかり
11 学習院大学 大木　菜緒 学習院大学 黒須　佑美 専修大学 関　海真
12 学習院大学 淡路　未結 学習院大学 大木　菜緒 専修大学 徳田　朱里
13 学習院大学 本間　友望 学習院大学 山本　奈央 専修大学 泉澤　カンナ
14 学習院大学 山本　奈央 学習院大学 村山　莉菜 専修大学 髙橋　美乃梨
15 学習院大学 吉岡　里子 学習院大学 佐久間　智子 専修大学 畑澤　佳乃
16 学習院大学 村山　莉菜 慶應義塾大学 西久保　夏実 専修大学 佐藤　萌美
17 学習院大学 佐久間　智子 慶應義塾大学 脇　成実 中央大学 長澤　日佳梨
18 國學院大學 細川　夢紡 國學院大學 細川　夢紡 中央大学 森　彩音
19 國學院大學 佐藤　槙有子 國學院大學 佐藤　槙有子 東京女子体育大学 林　真由
20 専修大学 武藤　陽子 専修大学 曽根　一葉 東京女子体育大学 渡部　加菜
21 専修大学 泉澤　カンナ 専修大学 能勢　葉月 東京女子体育大学 小林　かなえ
22 専修大学 金子　秀佳 専修大学 荻原　幸那 東京女子体育大学 田崎　里花子
23 専修大学 藤　美月 専修大学 山田　瑞樹 東京女子体育大学 大木　彩
24 東京女子体育大学 山本　明日香 専修大学 二階堂　光明 東京女子体育大学 加藤　玲衣
25 東京女子体育大学 山﨑 有華 専修大学 川島　千乃 日本女子体育大学 楳原　亜美
26 東京女子体育大学 柚ノ木　裕生 中央大学 仲尾　樹央 日本女子体育大学 松﨑　麻美
27 東京女子体育大学 高野　まいか 東京女子体育大学 上田　詩乃 日本女子体育大学 伊藤　純香
28 東京女子体育大学 萩本　みなみ 東京女子体育大学 島田　舜希 日本女子体育大学 松尾　美都希
29 東京女子体育大学 花田　夏芽 東京女子体育大学 桑名　知可子 日本体育大学 髙木　杏菜
30 東京女子体育大学 長壁　伶奈 東京女子体育大学 竹内　実祥 日本体育大学 狩野　菜々子
31 東海大学 工藤　うみ 東京女子体育大学 花田　夏芽 日本体育大学 善林　史帆
32 中央大学 長澤　日佳梨 東京女子体育大学 水野　佳音 日本体育大学 橋本　悠加
33 中央大学 森　彩音 東京農業大学 橋本　早貴 日本体育大学 高橋　七美
34 中央大学 仲尾　樹央 東京農業大学 中村　遥香 日本大学 片ヶ瀨　有香
35 日本女子体育大学 楳原　亜美 東京農業大学 鈴木　薫代 日本大学 檜谷　幸
36 日本女子体育大学 西岡　真穂 日本女子体育大学 西岡　真穂 日本大学 酒井　舞亜
37 日本女子体育大学 松﨑　麻美 日本女子体育大学 竹中　誉稀 日本大学 林　秋香
38 日本女子体育大学 竹中　誉稀 日本女子体育大学 竹中　稚葉 日本大学 安田　幸
39 日本女子体育大学 竹中　稚葉 日本女子体育大学 巾下　可蓮 日本大学 山根　真矢
40 日本女子体育大学 巾下　可蓮 日本女子体育大学 吉崎　沙織 日本大学 小崎　栞
41 日本女子体育大学 吉崎　沙織 日本女子体育大学 小川　千尋 法政大学 福島　史帆実
42 日本女子体育大学 伊藤　純香 日本体育大学 木下　友貴 法政大学 服部　妃冬未
43 日本女子体育大学 小川　千尋 日本体育大学 松山　絢香 法政大学 和田　佳奈
44 日本女子体育大学 松尾　美都希 日本体育大学 山口　美里 法政大学 髙嶋　理紗
45 日本体育大学 井戸　美咲 日本体育大学 池田　茉佑 早稲田大学 佐野　友香
46 日本体育大学 伊東　彩子 日本体育大学 山下　ちはる 早稲田大学 木村　結
47 日本体育大学 吉澤　佳穂 日本大学 白石　絵里 早稲田大学 齋藤　里羅子
48 日本体育大学 橋本　悠加 日本大学 馬場　晴菜
49 日本体育大学 村田　彩 日本大学 登坂　梨乃
50 日本体育大学 山口　美里 日本大学 吉松　琳果
51 日本体育大学 東　莉央 日本大学 河瀬　珠恵
52 日本大学 宮枝　桃子 日本大学 中浦　柚木
53 日本大学 岡部　麻衣 法政大学 富田　菜央
54 日本大学 伊藤　真希 法政大学 富永　恵美
55 日本大学 大柴　杏花 法政大学 村上　久美
56 日本大学 森　千綾 法政大学 前田　友菜
57 日本大学 矢島　敦巴 法政大学 新井　ひより
58 日本大学 中屋　暁 防衛大学校 作間　香奈子
59 日本大学 五十嵐　悠香 明治大学 古俣　潮里
60 法政大学 伊藤　理那 明治大学 上田　果歩
61 法政大学 緒方　実奈海 明治大学 森本　菜月
62 法政大学 梅津　春香 明治大学 星　純玲
63 法政大学 髙田　真帆 明治大学 坂場　有華
64 防衛大学校 山下　奈々 立教大学 竹内　詩織
65 早稲田大学 千葉　朱夏 早稲田大学 才藤　歩夢
66 早稲田大学 仙葉　楓佳 早稲田大学 澤浦　美玖
67 早稲田大学 登尾　早奈 早稲田大学 駒場　みなみ
68 早稲田大学 遠藤　里菜 早稲田大学 村上　夏希
69 早稲田大学 溝口　礼菜
小計

No

69 68 47

２０１７年　関カレ出場者名簿

フルーレ エペ サーブル
女　　子


