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確定記録

第57回全日本学生ｱｰﾁｪﾘｰ女子王座決定戦
順位 所属先 RR 1/8 1/4 1/2 ｺﾞｰﾙﾄﾞ

1 近大 近畿大学
居樹 佳奈江 スエキ カナエ
朝木 倫 アサキ リン
眞弓 怜奈 マユミ レナ

1,911-01 -ﾊﾞｲ- 5 5 5

2 早稲田 早稲田大学
園田 稚 ソノダ ワカ
渋谷 樹里 シブヤ ジュリ
矢原 七海 ヤハラ ナナミ

1,890-02 -ﾊﾞｲ- 6 5 3

3 NIU 長崎国際大学
宇都宮 さえ ウツノミヤ サエ
松嶋 絹花 マツシマ キヌカ
飯山 情 イイヤマ ココロ

1,778-05 6 6 1 6

4 同大 同志社大学
中川 彩名 ナカガワ アヤナ
武内 花音 タケウチ カノン
関根 沙英 セキネ サエ

1,747-06 5 6 3 2

5 愛産大 愛知産業大学
松井 香奈依 マツイ カナエ
西田 汐里 ニシダ シオリ
阿部 詩野 アベ シノ

1,821-04 6 (194) 2

6 専修 専修大学
八木 さくら ヤギ サクラ
福田 麻尋 フクダ マヒロ
髙見 朋夏 タカミ トモカ

1,605-10 6 (182) 2

7 甲女 甲南女子大学
寒川 彩夏 ソウカワ アヤカ
山中 乃絵留 ヤマナカ ノエル
深尾 和奏 フカオ ワカナ

1,664-08 6 (137) 1

8 日体大 日本体育大学
森 帆乃花 モリ ホノカ
渡邉 麻央 ワタナベ マオ
羽鳥 真菜 ハトリ マナ

1,886-03 6 (138) 0

9 九産大 九州産業大学
北田 恵梨 キタダ エリ
石川 紅葉 イシカワ モミジ
落合 ほたる オチアイ ホタル

1,406-14 0

9 岡大 岡山大学
北原 美鈴 キタハラ ミスズ
平井 愛唯奈 ヒライ アユナ
藤岡 由衣 フジオカ ユイ

1,468-13 0

9 慶應 慶應義塾大学
佐藤 里菜 サトウ リナ
濱崎 祥子 ハマザキ ショウコ
芦田 美弥妃 アシダ ミヤビ

1,598-11 3

9 日福 日本福祉大学
三井 尚美 ミツイ ナオミ
佐藤 百音 サトウ モネ
高井 久美子 タカイ クミコ

1,679-07 0

9 明大 明治大学
佐藤 瑠美 サトウ ルミ
檜垣 安沙奈 ヒガキ アサナ
高橋 ひとみ タカハシ ヒトミ

1,538-12 0

9 東学 東北学院大学
佐藤 優衣 サトウ ユイ
平野 聖実 ヒラノ キヨミ
成田 朱里 ナリタ アカリ

1,252-15 0

9 関大 関西大学
中光 由陽 ナカミツ ユウヒ
佐竹 稚奈 サタケ ワカナ
波部 日葵 ハベ ヒマリ

1,661-09 0
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