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女子シングルス－１

93
89 90

81

82

83

84

65

66

67

68

69

70

71

72

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

山本 紗椰 （東海学院大学）1

入江 未来 （日本体育大学）2

小山 実紗 （環太平洋大学）3

窓場 由加奈 （法政大学）4

十河 美紀 （関西学院大学）5

小見山 彩（龍谷大学）6

福 永 彩 （専修大学）7

渡辺 梨沙 （早稲田大学）8

河崎 綾佳（龍谷大学）9

岡崎 梨紗 （立命館大学）10

大 堀 優 （青山学院大学）11

宮沢 麻耶 （同志社大学）12

高木 美季 （日本体育大学）13

畠山 亜裕子 （法政大学）14

若田 美沙 （関西学院大学）15

中川 穂波 （京都産業大学）16

平井 亜紀（専修大学）17

樫山 朋美 （立命館大学）18

綿矢 汐里（筑波大学）19

柴田 友紀 （東海学院大学）20

齋藤 千愛 （東北福祉大学）21

福地 未季子 （佐賀大学）22

定宗 瑠莉（北翔大学）23

小森 愛美（龍谷大学）24

漆崎 真子（筑波大学） 25

浦谷 夏未（専修大学） 26

三納 英莉佳 （関西大学） 27

酒瀬川 美波 （法政大学） 28

田北 玲奈 （熊本学園大学） 29

俣 村 鈴 （龍谷大学） 30

川端 すみれ （日本体育大学） 31

小山 朋恵（島根大学） 32

山川 莉歩（日本大学） 33

田上 菜美子 （東海学院大学） 34

只木 美羽（東海大学） 35

山崎 絢子 （立命館大学） 36

市丸 美里（法政大学） 37

佐 藤 楓 （筑波大学） 38

原 沙稀乃（松山大学） 39

岸上 紗帆 （京都産業大学） 40

熊谷 早也佳 （日本体育大学） 41

中尾 佳淑（龍谷大学） 42

柴本 真里那 （北翔大学） 43

小池 紗葉 （関西学院大学） 44

上野 亜実（法政大学） 45

峰 郁 美 （東海学院大学） 46

菅生 愛也 （東日本国際大学） 47

高橋 真理（龍谷大学） 48

決勝戦
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藤井 珠生 （日本体育大学）49

阿 部 愛 （北翔大学）50

苅屋 瑠里（松山大学）51

大條 祐佳李 （立命館大学）52

柳 郁 美 （専修大学）53

山本 明希歩 （東海学院大学）54

奥 幸 那 （筑波大学）55

藤田 璃子（関西大学）56

伊 藤 睦 （仙台大学）57

藤吉 郁実 （久留米大学）58

小林 美紀（法政大学）59

藤本 陽奈（龍谷大学）60

伊藤 美紗（明治大学）61

清 水 恵 （早稲田大学）62

有吉 佑有 （愛知淑徳大学）63

柴村 真希 （日本体育大学）64

岸田 洋子 （同志社大学）65

中村 麻裕 （九州国際大学）66

野村 有美（北翔大学）67

河合 紫乃（法政大学）68

古本 瑞季 （東海学院大学）69

岩本 菜央 （関西学院大学）70

前田 香沙美 （筑波大学）71

下田 菜都美 （龍谷大学）72

本田 恵利奈 （北翔大学） 73

今野 あゆみ （法政大学） 74

森山 ゆいか （東海学院大学） 75

東野 希美（福岡大学） 76

久保 汐莉那 （青山学院大学） 77

翠簾屋 乃梨子 （龍谷大学） 78

青木 優子（専修大学） 79

樋口 亜依美 （関西学院大学） 80

井上 夏美 （東京情報大学） 81

安居 里彩 （京都産業大学） 82

佐藤 深雪 （日本体育大学） 83

杉野 文保（龍谷大学） 84

大久保 敦美 （筑波大学） 85

山本 理香 （東海学院大学） 86

宮崎 みなみ （法政大学） 87

樫栄 祥子 （同志社大学） 88

宮本 万由 （日本体育大学） 89

谷口 静香 （関西学院大学） 90

亀 田 楓 （早稲田大学） 91

安藤 理奈 （北海学園大学） 92

伊丹 美佐子 （龍谷大学） 93

土居 未紗 （立命館大学） 94

芝野 真由（専修大学） 95

田中 志穂（法政大学） 96


