
第６５回　国民体育大会関東ブロック大会　　記録
成年女子試合結果

第１日目
第１試合

2 埼　玉 ③－０ 山　梨 7 3 神奈川 ③－０ 茨　城 6 4 栃　木 ０－③ 東　京 5
上野　彩花 石井　 綾 内海　清佳 作間　有佳子 森川　ちひろ 中川　静香
工藤　育美 雨宮　穂奈美 髙雄　 優 川﨑　奈都美 佐藤　成美 藤崎　安葉
中村　朱里 武井　美里 宮代　恵実 坪井　沙耶花 利根川　友希 上原　絵里
徳田　絵理子 秋山　友希 荻野　衣里子 村田　南 高澤　はるか 平田　清乃
山形　珠礼 桐原　和貴 森住　 彩  堤　 恵理 板橋　由佳梨 鈴木　里々
工藤　美雪 望月　笑美 中條　麻美 河瀬　有貴 佐藤  友貴奈 阿部　悠梨

第２試合

2 埼　玉 ０－③ 東　京 5 3 神奈川 ③－０ 栃　木 4 1 群　馬 ③－０ 山　梨 7
中村　朱里 中川　静香 内海　清佳 森川　ちひろ 守屋　 舞 武井　美里
徳田　絵理子 藤崎　安葉 髙雄　 優 佐藤　成美 片野　沙奈恵 秋山　友希
上野　彩花 上原　絵里 宮代　恵実 利根川　友希 増田　三輝 石井　 綾
工藤　育美 平田　清乃 荻野　衣里子 高澤　はるか 四元　里佳子 雨宮　穂奈美
山形　珠礼 鈴木　里々 森住　 彩 板橋　由佳梨 鴇田　 恵 桐原　和貴
工藤　美雪 阿部　悠梨 中條　麻美 佐藤  友貴奈 阿久津　千枝 望月　笑美

第３試合

1 群　馬 １－② 茨　城 6 2 埼　玉 ③－０ 神奈川 3 5 東　京 ③－０ 山　梨 7
増田　三輝 坪井　沙耶花 中村　朱里 内海　清佳 中川　静香 桐原　和貴
四元　里佳子 村田　南 徳田　絵理子 髙雄　 優 藤崎　安葉 望月　笑美
守屋　 舞 作間　有佳子 上野　彩花 宮代　恵実 上原　絵里 石井　 綾

片野　沙奈恵 河瀬　有貴 工藤　育美 荻野　衣里子 平田　清乃 雨宮　穂奈美
鴇田　 恵  堤　 恵理 山形　珠礼 森住　 彩 鈴木　里々 武井　美里

阿久津　千枝 川﨑　奈都美 工藤　美雪 中條　麻美 阿部　悠梨 秋山　友希

第４試合

3 神奈川 ③－０ 山　梨 7 4 栃　木 ０－③ 茨　城 6 1 群　馬 １－② 東　京 5
内海　清佳 石井　 綾 利根川　友希 作間　有佳子 鴇田　 恵 中川　静香
髙雄　 優 雨宮　穂奈美 高澤　はるか 河瀬　有貴 阿久津　千枝 藤崎　安葉

宮代　恵実 桐原　和貴 板橋　由佳梨  堤　 恵理 増田　三輝 上原　絵里
荻野　衣里子 望月　笑美 佐藤  友貴奈 川﨑　奈都美 四元　里佳子 平田　清乃
森住　 彩 武井　美里 森川　ちひろ 坪井　沙耶花 守屋　 舞 鈴木　里々

中條　麻美 秋山　友希 佐藤　成美 村田　南 片野　沙奈恵 阿部　悠梨
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成年女子 1 2 3

群馬 守屋　 舞 四元　里佳子 鴇田　 恵
片野　沙奈恵 阿久津　千枝 増田　三輝

埼玉 山形　珠礼 中村　朱里 上野　彩花
工藤　美雪 徳田　絵理子 工藤　育美

神奈川 宮代　恵実 内海　清佳 森住　 彩
中條　麻美 髙雄　 優 荻野　衣里子

栃木 利根川　友希 佐藤  友貴奈 板橋　由佳梨
高澤　はるか 森川　ちひろ 佐藤　成美

東京 上原　絵里 中川　静香 鈴木　里々

平田　清乃 藤崎　安葉 阿部　悠梨
茨城  堤　 恵理 坪井　沙耶花 作間　有佳子

河瀬　有貴 川﨑　奈都美 村田　南
山梨 望月　笑美 桐原　和貴 雨宮　穂奈美

石井　 綾 秋山　友希 武井　美里


