
２０２２（Ｒ４）・関東学生チームカップ

女子Ｂブロック（秋リーグ３部以下）・参加者名簿　 Ｎｏ1

関東学連 チーム名 氏 名 シ メイ 出身校 県 学

ﾁｰﾑCD 年

江尻 志穂 エジリ シホ 神奈川県立足柄高校 神奈川県 3

316 東海大学 安本 愛 ヤスモト メグミ 宇都宮文星女子高 栃木県 4

椎名 萌 シイナ モエ 東海大学附属高輪台高等学校 東京都 1

簾内 菫 スノウチ スミレ 北海道釧路江南高等学校 北海道 1

松本 紗陽花 マツモト サヤカ 日本女子大学付属高 東京都 3

319 慶應義塾大学 泉 知花 イズミ チカ 桜蔭学園 東京都 2

都島 悠花 ツシマ ハルカ お茶の水女子大学附属高等学校 東京都 1

前野 友花 マエノ トモカ 豊島岡女子学園高等学校 東京都 1

伊藤 愛海 イトウ アミ 慶誠高等学校 熊本県 3

日本女子体育大学 A 高橋 明 タカハシ アカリ 東京都立大田桜台高等学校 東京都 1

福岡 詩乃 フクオカ ウタノ 埼玉栄高等学校 埼玉県 1

320 緑川 恵里那 ミドリカワ エリナ 明秀学園日立高等学校 茨城県 1

青木 莉乃 アオキ リノ 都立府中西高校 東京都 3

日本女子体育大学 B 島貫 紗羽 シマヌキ サヨ 大成女子高等学校 茨城県 3

槙本 優美 マキモト ユウミ 千葉経済大学附属高等学校 千葉県 1

森野 かえで モリノ カエデ 千葉商科大学付属高等学校 千葉県 1

石川 実麗 イシカワ ミレイ 遊学館高 石川県 4

322 帝京大学 松尾 斗愛 マツオ トア 都立片倉高 東京都 4

高島 初音 タカシマ ハツネ 貞静学園高 東京都 4

大久保 菖 オオクオ アヤメ 駒澤大学附属苫小牧高 北海道 1

辰己 結萌乃 タツミ ユメノ 北海道札幌大谷高校 北海道 3

323 獨協大学 高草木 香南 タカクサギ カナン 埼玉県立久喜高等学校 埼玉県 2

福田 晴菜 フクダ ハルナ 木更津総合高校 千葉県 2

渡部 蓉子 ワタナベ ヨウコ 都立上水高校 東京都 1

片山 暖那 カタヤマ ハルナ 東京都立武蔵高 東京都 4

327 明治大学 長谷川 菜生 ハセガワ ナオ 明治大学付属中野八王子高 東京都 4

曽木 理彩 ソキ リサ 明治大学付属中野八王子 東京都 2

芝﨑 舞桜 シバザキ マオ 伊勢崎商業高 群馬県 4

333 高崎経済大学 小根山 柚葉 オネヤマ ユズハ 新潟江南高 新潟県 2

島貫 凜 シマヌキ リン 熊谷女子高 埼玉県 2

中澤 縁 ナカザワ ユカリ 群馬県立高崎商業高等学校 群馬県 1

二井原 果音 ニイハラ カノン 武蔵野高校 東京都 3

芦田 清香 アシダ サヤカ 幕張総合高校 千葉県 2

336 武蔵大学 辻野 美紗 ツジノ ミサ 東京高校 東京都 2

三谷 花奈 ミタニ ハナ 星野高校 埼玉県 2

駒井 愛音 コマイ アイネ 共立女子高等学校 東京都 1

安藤 涼香 アンドウ スズカ 伊那北高校 長野県 2

345 埼玉大学 大塚 真優 オオツカ マユ 小山台高校 東京都 3

青木 望紗 アオキ ミスズ 不動岡高校 埼玉県 1

西村 萌 ニシムラ モエ 下館第一高校 茨城県 1
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安岡 美咲 ヤスオカ ミサキ 横浜商業 神奈川県 4

350 関東学院大学 蔵本 有紀 クラモト ユキ 神奈川県立逗子高等学校 神奈川県 1

渡邉 真名 ワタナベ マナ 福井工業大学付属福井高等学校 福井県 1

遠藤 希来 エンドウ キコ 聖和学園 宮城県 3

361 明星大学 浜 優衣 ハマ ユイ 伊勢原高校 神奈川県 3

上田 茉奈 ウエダ マナ 柏木学園高校 神奈川県 2

髙野 耀 タカノ ヒカル 明星高校 東京都 1

大池 桜月紀 オオイケ サヅキ 松本県ヶ丘高等学校 長野県 3

362 東京農業大学 陳 昕昀 チン シンユン 国立中興大学 外国 4

中山 栗冴 ナカヤマ リサ 東京都立翔陽 東京都 2

氏家 菜々子 ウジイエ ナナコ 本庄第一高等学校 埼玉県 1

５部以下の参加チーム数が８に満たなかったためＣブロックは開催せず、５部以下校をＢブロックに含める


