
氏名 氏名 氏名 氏名
大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年
青野紗也 永田萌夏
明治大学① 中央学院大学③
田中友理奈 坂田來香 大塚香子
明治大学④ 中央学院大学② 専修大学④
橋添恵 香川ちよみ 長嶺葉子

明治大学③ 中央学院大学① 専修大学④
関野愛美 廣田美優 矢口愛利
明治大学① 中央学院大学④ 専修大学②
泉谷若菜 丹野寧々 相澤悠莉
明治大学④ 中央学院大学④ 専修大学③
矢作紗香 樋口瑠乃 川口さらら
法政大学① 東北福祉大学② 早稲田大学③
松崎麻矢 下室舞弥 増田七海
法政大学③ 東北福祉大学④ 早稲田大学②
小林瑞季 黒田光理 深谷琴乃
法政大学④ 東北福祉大学① 早稲田大学①
高野あかり 小西瑞穂 清水日奈
法政大学④ 東北福祉大学① 早稲田大学②
芳崎美沙稀 高久ゆうな 深澤みなみ
法政大学④ 東北福祉大学③ 早稲田大学④
森野愛 高橋里英 金子奈々

学習院大学③ 立教大学④ 成城大学④
石神りか子 江坂友見 入江星愛
学習院大学② 立教大学④ 成城大学③
安孫子美央 中島佳子 大倉聖香
学習院大学① 立教大学③ 成城大学③
黒川莉奈子 槙島藍 武田麻友子
学習院大学② 立教大学④ 成城大学③
佐藤萌美 小笠原さや子 若月杏奈

東洋英和女学院大学② 慶應義塾大学④ 聖心女子大学②
島崎真緒 三輪優希 門馬祐美子

東洋英和女学院大学④ 慶應義塾大学③ 聖心女子大学④
長谷川万莉 山田奈那子 古川佳奈

東洋英和女学院大学④ 慶應義塾大学④ 聖心女子大学③
梶亜寿紗 鈴木慧子 大浦裕美子

東洋英和女学院大学④ 慶應義塾大学③ 聖心女子大学③
鈴木千晴 三浦菜緒 川下有咲
法政大学① 東北福祉大学① 早稲田大学③
川野美穂 市村香純
明治大学③ 中央学院大学③

平成29年度関東女子大学春季ABCDブロック対抗戦
1日目　　5月10日（水）
ローテーション　OUT－IN

NO TIME

1 7:32

4 7:56

3 7:48

2 7:40

7 8:20

6 8:12

5 8:04

10 8:44

9 8:36

8 8:28

13 9:08

12 9:00

11 8:52

9:24

17 9:40

20

14 9:16

10:04

19 9:56

18 9:48

16 9:32

15



氏名 氏名 氏名 氏名
大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

阿部　萌 荻野晴海 佐藤彩奈
日本体育大学② 山梨学院大学① 富士大学④

木村　円 千葉雪乃 佐々木彩華
日本体育大学① 山梨学院大学① 富士大学②

河本　結 浅野　愛莉 小島佳奈
日本体育大学① 山梨学院大学④ 富士大学①
松原　由幸 原　芽ぐみ 津志田翔子

日本体育大学④ 山梨学院大学① 富士大学②
森はな 加賀夏実 渡慶次莉子

日本大学① 駒澤大学② 東京国際大学③
鈴木磨夜 島袋恵美 持田奈穂
日本大学① 駒澤大学② 東京国際大学④
星野杏奈 平井美咲 後藤玲来
日本大学① 駒澤大学① 東京国際大学②
大輪美優 前田聖美 原田瑠璃南
日本大学④ 駒澤大学② 東京国際大学①
板倉英理佐 菊田有紗 諸橋咲奈
玉川大学③ 中央大学④ 東海大学③
角田百合佳 岩田彩香 松岡咲希

日本女子大学④ 玉川大学③ 中央大学④
院去祐子 林楓葉 船津歩美
東海大学② 日本女子大学③ 玉川大学②
松岡莉穂 原千緒里 田中遥

日本女子大学③ 青山学院大学④ 大妻女子大学④
宮本沙理 岡見菜生子 塩田宵子
上智大学① 東京大学④ 青山学院大学②
高橋真美 山下みなみ 山口晶子

大妻女子大学③ 上智大学④ 東京大学③
内野亜莉紗 渡邉夢子 内海野乃子 岩切友桂

青山学院大学④ 大妻女子大学④ 上智大学③ 東京大学④
金岡杏実 芹川真海 中島彩 松原亜美
日本大学① 駒澤大学③ 東京国際大学③ 日本体育大学①
大島佳純 山口佳里
玉川大学③ 日本女子大学④
関根吏理 川田えりか 岩瀬陽子

青山学院大学② 上智大学④ 東京大学④
下真由 池田瑞貴

慶應義塾大学③ 聖心女子大学④
一志知里 諸橋怜奈 勝沼智子

学習院大学③ 立教大学③ 成城大学③

3 7:48

2 7:40

NO TIME

1 7:32

6 8:12

5 8:04

4 7:56

8 8:28

9 8:36

7 8:20

8:44

12

18 9:48

15 9:24

14

13 9:08

8:52

平成29年度関東女子大学春季ABCDブロック対抗戦
1日目　　5月10日（水）
ローテーション　IN－OUT

19 9:56

20

17 9:40

10

10:04

16 9:32

9:16

9:00

11


