
AAAA BBBB CCCC

亀野　健太郎亀野　健太郎亀野　健太郎亀野　健太郎 三木　颯斗三木　颯斗三木　颯斗三木　颯斗 鈴木　裕也鈴木　裕也鈴木　裕也鈴木　裕也

(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (大森)(大森)(大森)(大森)

八八八八木澤　賢翼木澤　賢翼木澤　賢翼木澤　賢翼 鈴木　 峻鈴木　 峻鈴木　 峻鈴木　 峻 飯田　陽也飯田　陽也飯田　陽也飯田　陽也

(個人)(個人)(個人)(個人) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)

林　空翔林　空翔林　空翔林　空翔 新村　薩真新村　薩真新村　薩真新村　薩真 岡本　悠太郎岡本　悠太郎岡本　悠太郎岡本　悠太郎

(個人)(個人)(個人)(個人) (市川)(市川)(市川)(市川) (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢)

AAAA BBBB CCCC DDDD

冨田　颯之介冨田　颯之介冨田　颯之介冨田　颯之介 林　幸希林　幸希林　幸希林　幸希 渡部　拓真渡部　拓真渡部　拓真渡部　拓真 村上　士竜村上　士竜村上　士竜村上　士竜

(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ)(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ)(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ)(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)

小林　和真小林　和真小林　和真小林　和真 竹下　直輝竹下　直輝竹下　直輝竹下　直輝 柘野　大樹柘野　大樹柘野　大樹柘野　大樹

(大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (真砂東)(真砂東)(真砂東)(真砂東)

AAAA BBBB CCCC DDDD

大八木 奏柊　大八木 奏柊　大八木 奏柊　大八木 奏柊　 草ケ谷　巧草ケ谷　巧草ケ谷　巧草ケ谷　巧 日暮　新太日暮　新太日暮　新太日暮　新太 野澤　快斗野澤　快斗野澤　快斗野澤　快斗

(高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (流山)(流山)(流山)(流山) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)

兼久　琢臣　兼久　琢臣　兼久　琢臣　兼久　琢臣　 出原　慶一出原　慶一出原　慶一出原　慶一 百瀬　友翔百瀬　友翔百瀬　友翔百瀬　友翔 久松　陸久松　陸久松　陸久松　陸

(三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)

藤田　　櫂藤田　　櫂藤田　　櫂藤田　　櫂 長谷川　煌斗長谷川　煌斗長谷川　煌斗長谷川　煌斗 岩崎　世阿岩崎　世阿岩崎　世阿岩崎　世阿 三井田　卓斗三井田　卓斗三井田　卓斗三井田　卓斗

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (船橋)(船橋)(船橋)(船橋) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (流山)(流山)(流山)(流山)

平尾　遼芽平尾　遼芽平尾　遼芽平尾　遼芽 田中　皇成田中　皇成田中　皇成田中　皇成 黒崎　幹大黒崎　幹大黒崎　幹大黒崎　幹大

(市川)　(市川)　(市川)　(市川)　 (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (流山)(流山)(流山)(流山)

木村　輝星木村　輝星木村　輝星木村　輝星 丹羽　啓輔丹羽　啓輔丹羽　啓輔丹羽　啓輔 稲生　遥希稲生　遥希稲生　遥希稲生　遥希 角田　晃一角田　晃一角田　晃一角田　晃一

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)

村田　光琉村田　光琉村田　光琉村田　光琉 秋本　啓太秋本　啓太秋本　啓太秋本　啓太 塚本　直史塚本　直史塚本　直史塚本　直史 中田　洵中田　洵中田　洵中田　洵

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (流山)(流山)(流山)(流山)
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４年男子（初心者）４年男子（初心者）４年男子（初心者）４年男子（初心者）

AAAA BBBB CCCC DDDD

古賀　聖人古賀　聖人古賀　聖人古賀　聖人 知念　和駿知念　和駿知念　和駿知念　和駿 西林　隆之介西林　隆之介西林　隆之介西林　隆之介 林　達希林　達希林　達希林　達希

(流山)(流山)(流山)(流山) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (流山)(流山)(流山)(流山) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)

鈴木　遼鈴木　遼鈴木　遼鈴木　遼 髙橋　海吏髙橋　海吏髙橋　海吏髙橋　海吏 相葉　皓太相葉　皓太相葉　皓太相葉　皓太

(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (流山)(流山)(流山)(流山) (大森)(大森)(大森)(大森)

関　慶太関　慶太関　慶太関　慶太 後藤　秀伸後藤　秀伸後藤　秀伸後藤　秀伸 時田　直幸時田　直幸時田　直幸時田　直幸

(柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (流山)(流山)(流山)(流山)

５年男子（初心者）５年男子（初心者）５年男子（初心者）５年男子（初心者）

AAAA BBBB CCCC DDDD

久古　伊織久古　伊織久古　伊織久古　伊織 尾座元　玲良尾座元　玲良尾座元　玲良尾座元　玲良 桐谷　直樹桐谷　直樹桐谷　直樹桐谷　直樹 鈴木　丈翔鈴木　丈翔鈴木　丈翔鈴木　丈翔

(流山)(流山)(流山)(流山) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (大森)(大森)(大森)(大森) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)

平野　巧平野　巧平野　巧平野　巧 南　一輝南　一輝南　一輝南　一輝 日暮　大地日暮　大地日暮　大地日暮　大地

(市原)(市原)(市原)(市原) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)

和田　直樹和田　直樹和田　直樹和田　直樹 小川　景小川　景小川　景小川　景 井関　晃大井関　晃大井関　晃大井関　晃大

(我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)

冨田　慎之介冨田　慎之介冨田　慎之介冨田　慎之介 安藤　達哉安藤　達哉安藤　達哉安藤　達哉 金井　海翔金井　海翔金井　海翔金井　海翔

(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (大森)(大森)(大森)(大森) (市原)(市原)(市原)(市原)

６年男子（初心者）６年男子（初心者）６年男子（初心者）６年男子（初心者）

AAAA BBBB CCCC DDDD

小林　海刀小林　海刀小林　海刀小林　海刀 乙部　陽太乙部　陽太乙部　陽太乙部　陽太 坂東　巧太郎坂東　巧太郎坂東　巧太郎坂東　巧太郎 川崎　直宏川崎　直宏川崎　直宏川崎　直宏

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (市川)　(市川)　(市川)　(市川)　

後藤　巧成後藤　巧成後藤　巧成後藤　巧成 村山　蒼村山　蒼村山　蒼村山　蒼 西谷　涼生西谷　涼生西谷　涼生西谷　涼生

(我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (大森)(大森)(大森)(大森) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)
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3333
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AAAA BBBB CCCC DDDD

安保　武輝安保　武輝安保　武輝安保　武輝 小柳　泰知小柳　泰知小柳　泰知小柳　泰知 内藤　優真内藤　優真内藤　優真内藤　優真

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (市川)　(市川)　(市川)　(市川)　

石塚　誠一朗石塚　誠一朗石塚　誠一朗石塚　誠一朗 渡辺　凱斗渡辺　凱斗渡辺　凱斗渡辺　凱斗 山口　紘輝山口　紘輝山口　紘輝山口　紘輝

(柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢)

柳原　秀太　柳原　秀太　柳原　秀太　柳原　秀太　 大西　悠斗大西　悠斗大西　悠斗大西　悠斗 村本　拓海村本　拓海村本　拓海村本　拓海

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (市川)　(市川)　(市川)　(市川)　 (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　

村上　　港村上　　港村上　　港村上　　港 糸谷　ひかる糸谷　ひかる糸谷　ひかる糸谷　ひかる 清原　慶矢　清原　慶矢　清原　慶矢　清原　慶矢　

(市川)　(市川)　(市川)　(市川)　 (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (三郷)(三郷)(三郷)(三郷)

AAAA BBBB CCCC DDDD

宮下　怜宮下　怜宮下　怜宮下　怜 髙橋　太一髙橋　太一髙橋　太一髙橋　太一 山田　真樹山田　真樹山田　真樹山田　真樹 谷川　僚吾谷川　僚吾谷川　僚吾谷川　僚吾

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (大森)(大森)(大森)(大森) (川間)(川間)(川間)(川間) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)

中川　創太中川　創太中川　創太中川　創太 中田　大地中田　大地中田　大地中田　大地 田口　聖也田口　聖也田口　聖也田口　聖也 岩城　　慎　岩城　　慎　岩城　　慎　岩城　　慎　

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷)

AAAA BBBB CCCC DDDD

稲村　裕輝稲村　裕輝稲村　裕輝稲村　裕輝 高橋　 翔高橋　 翔高橋　 翔高橋　 翔 上田　晃大上田　晃大上田　晃大上田　晃大 清水　大喜清水　大喜清水　大喜清水　大喜

(市川)(市川)(市川)(市川) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)

木村　太洋木村　太洋木村　太洋木村　太洋 島根　　潤島根　　潤島根　　潤島根　　潤 神山　龍太郎神山　龍太郎神山　龍太郎神山　龍太郎 美谷　佳輝美谷　佳輝美谷　佳輝美谷　佳輝

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名)

二見　俊輔二見　俊輔二見　俊輔二見　俊輔 浅野　太一浅野　太一浅野　太一浅野　太一 藤枝　夏王藤枝　夏王藤枝　夏王藤枝　夏王 田端　陽田端　陽田端　陽田端　陽

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (流山)(流山)(流山)(流山) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名) (市川)　(市川)　(市川)　(市川)　

高橋　 陸高橋　 陸高橋　 陸高橋　 陸 鈴木　秀道鈴木　秀道鈴木　秀道鈴木　秀道 福永　旺洋　福永　旺洋　福永　旺洋　福永　旺洋　 増田　　竣増田　　竣増田　　竣増田　　竣

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根)

平尾　彰悟平尾　彰悟平尾　彰悟平尾　彰悟 伊藤　正悟伊藤　正悟伊藤　正悟伊藤　正悟 倉持　佳祐倉持　佳祐倉持　佳祐倉持　佳祐 阿波　琉希阿波　琉希阿波　琉希阿波　琉希

(市川)(市川)(市川)(市川) (流山)(流山)(流山)(流山) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名)

５年男子（経験者）５年男子（経験者）５年男子（経験者）５年男子（経験者）
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AAAA BBBB CCCC DDDD

坂本　陽佳坂本　陽佳坂本　陽佳坂本　陽佳 吉田　遥香吉田　遥香吉田　遥香吉田　遥香 髙田　湖都髙田　湖都髙田　湖都髙田　湖都 戸部　碧月戸部　碧月戸部　碧月戸部　碧月

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (流山)(流山)(流山)(流山)

遠藤　紗遠藤　紗遠藤　紗遠藤　紗 白川　菜結白川　菜結白川　菜結白川　菜結 鈴木　 結鈴木　 結鈴木　 結鈴木　 結

(市原)(市原)(市原)(市原) (大森)(大森)(大森)(大森) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)

宮田　凪菜宮田　凪菜宮田　凪菜宮田　凪菜 小澤　寧音小澤　寧音小澤　寧音小澤　寧音 髙田　沙都髙田　沙都髙田　沙都髙田　沙都

(流山)(流山)(流山)(流山) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷)

AAAA BBBB CCCC DDDD

砂川　温香砂川　温香砂川　温香砂川　温香 吉田　真央吉田　真央吉田　真央吉田　真央 長谷川　千紗長谷川　千紗長谷川　千紗長谷川　千紗 丹　 佑月丹　 佑月丹　 佑月丹　 佑月

(流山)(流山)(流山)(流山) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (市川)(市川)(市川)(市川) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲)

明賀　円花明賀　円花明賀　円花明賀　円花 内藤　美月内藤　美月内藤　美月内藤　美月 岩井　理香岩井　理香岩井　理香岩井　理香 萬治　美紀萬治　美紀萬治　美紀萬治　美紀

(大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子)

吉田　明永吉田　明永吉田　明永吉田　明永 白石　琴乃白石　琴乃白石　琴乃白石　琴乃 坂本　愛依坂本　愛依坂本　愛依坂本　愛依

(市原)(市原)(市原)(市原) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)

中野　真里中野　真里中野　真里中野　真里 飯島　紗和飯島　紗和飯島　紗和飯島　紗和 鈴木　芽生鈴木　芽生鈴木　芽生鈴木　芽生 森田　歩美森田　歩美森田　歩美森田　歩美

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (船橋)(船橋)(船橋)(船橋)

清原　彩月清原　彩月清原　彩月清原　彩月 木村　風香木村　風香木村　風香木村　風香 美濃　麗華美濃　麗華美濃　麗華美濃　麗華 鶴賀谷　結衣鶴賀谷　結衣鶴賀谷　結衣鶴賀谷　結衣

(三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (市川)(市川)(市川)(市川) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)

鈴木　あいり鈴木　あいり鈴木　あいり鈴木　あいり 久下　七花久下　七花久下　七花久下　七花 保谷　芽依保谷　芽依保谷　芽依保谷　芽依

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (市原)(市原)(市原)(市原)

木村　綺音　　木村　綺音　　木村　綺音　　木村　綺音　　 眞鍋　 柚眞鍋　 柚眞鍋　 柚眞鍋　 柚 長谷川　煌花長谷川　煌花長谷川　煌花長谷川　煌花

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (流山)(流山)(流山)(流山) (船橋)(船橋)(船橋)(船橋)

伊藤　ののか伊藤　ののか伊藤　ののか伊藤　ののか 平林　真心平林　真心平林　真心平林　真心 田中　万結田中　万結田中　万結田中　万結 関　ことは関　ことは関　ことは関　ことは

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部)

1年女子1年女子1年女子1年女子
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3333
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1111

2222
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2年女子2年女子2年女子2年女子
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28282828
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20202020



3年女子3年女子3年女子3年女子

AAAA BBBB CCCC DDDD

中村　心音中村　心音中村　心音中村　心音 丹　 姫菜乃丹　 姫菜乃丹　 姫菜乃丹　 姫菜乃 尾座元　彩羽尾座元　彩羽尾座元　彩羽尾座元　彩羽 増田　芹増田　芹増田　芹増田　芹

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (流山)(流山)(流山)(流山) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根)

冨田　希咲冨田　希咲冨田　希咲冨田　希咲 新留　陽凪新留　陽凪新留　陽凪新留　陽凪 橋本　栞奈橋本　栞奈橋本　栞奈橋本　栞奈 和田　愛羽和田　愛羽和田　愛羽和田　愛羽

(大森)(大森)(大森)(大森) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子)

高田　かおり高田　かおり高田　かおり高田　かおり 長島　花音長島　花音長島　花音長島　花音 日野原　颯日野原　颯日野原　颯日野原　颯

(柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部) (佐貫)(佐貫)(佐貫)(佐貫) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷)

上田　佳奈上田　佳奈上田　佳奈上田　佳奈 神山　葵神山　葵神山　葵神山　葵 竹澤　みなみ竹澤　みなみ竹澤　みなみ竹澤　みなみ 篠原　瑠奈篠原　瑠奈篠原　瑠奈篠原　瑠奈

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (川間)(川間)(川間)(川間) (市原)(市原)(市原)(市原)

藤田　希瑠々　　藤田　希瑠々　　藤田　希瑠々　　藤田　希瑠々　　 鈴木　 凜鈴木　 凜鈴木　 凜鈴木　 凜 井上　明凛井上　明凛井上　明凛井上　明凛 檀原　亜衣檀原　亜衣檀原　亜衣檀原　亜衣

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (流山)(流山)(流山)(流山) (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢)

柴崎　愛花柴崎　愛花柴崎　愛花柴崎　愛花 山内　里紗山内　里紗山内　里紗山内　里紗 飯田　 萌飯田　 萌飯田　 萌飯田　 萌 佐久間　琴末佐久間　琴末佐久間　琴末佐久間　琴末

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部) (市川)(市川)(市川)(市川)

高橋　風夏高橋　風夏高橋　風夏高橋　風夏 三橋　葵香三橋　葵香三橋　葵香三橋　葵香 中嶋　花帆中嶋　花帆中嶋　花帆中嶋　花帆

(流山)(流山)(流山)(流山) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (市原)(市原)(市原)(市原)

三田地　夏歩　三田地　夏歩　三田地　夏歩　三田地　夏歩　 倉持　理子倉持　理子倉持　理子倉持　理子 南　 莉緒南　 莉緒南　 莉緒南　 莉緒 髙田　乃都髙田　乃都髙田　乃都髙田　乃都

(個人)(個人)(個人)(個人) (栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷)

1111

2222
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4444
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6666
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3--53--53--53--5

27,2,21・22 柏市沼南体育館
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４年女子（初心者）４年女子（初心者）４年女子（初心者）４年女子（初心者）

AAAA BBBB CCCC DDDD

園田　あやな園田　あやな園田　あやな園田　あやな 生田　友梨乃生田　友梨乃生田　友梨乃生田　友梨乃 照沼　那菜照沼　那菜照沼　那菜照沼　那菜 組山　梨乃　組山　梨乃　組山　梨乃　組山　梨乃　

(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (大森)(大森)(大森)(大森) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲)

菅　光里菅　光里菅　光里菅　光里 下谷　果歩下谷　果歩下谷　果歩下谷　果歩 佐々木　優菜佐々木　優菜佐々木　優菜佐々木　優菜 平松　美咲平松　美咲平松　美咲平松　美咲

(大森)(大森)(大森)(大森) (柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (流山)(流山)(流山)(流山)

名取　恋音　名取　恋音　名取　恋音　名取　恋音　 伊藤　耀子伊藤　耀子伊藤　耀子伊藤　耀子 岩崎　結衣岩崎　結衣岩崎　結衣岩崎　結衣 藤島　香玲藤島　香玲藤島　香玲藤島　香玲

(高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (流山)(流山)(流山)(流山) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)

鈴木　さくら鈴木　さくら鈴木　さくら鈴木　さくら 細川　 凜細川　 凜細川　 凜細川　 凜 松本　悠来松本　悠来松本　悠来松本　悠来 石黒　うみ石黒　うみ石黒　うみ石黒　うみ

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP) (大森)(大森)(大森)(大森) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)

根本　桃花根本　桃花根本　桃花根本　桃花 渡部　結衣渡部　結衣渡部　結衣渡部　結衣 宮田　夕妃宮田　夕妃宮田　夕妃宮田　夕妃 丹　琴音　丹　琴音　丹　琴音　丹　琴音　

(大森)(大森)(大森)(大森) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (流山)(流山)(流山)(流山) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲)

大口　瑚乃佳　大口　瑚乃佳　大口　瑚乃佳　大口　瑚乃佳　 赤塚　莉乃赤塚　莉乃赤塚　莉乃赤塚　莉乃 藍野　夏妃藍野　夏妃藍野　夏妃藍野　夏妃 丸山　明音丸山　明音丸山　明音丸山　明音

(高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (船橋)(船橋)(船橋)(船橋) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)

6666

8888

1111
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2222
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5555
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29292929



AAAA BBBB CCCC DDDD

飯田　暖菜飯田　暖菜飯田　暖菜飯田　暖菜 斎藤　菜凪斎藤　菜凪斎藤　菜凪斎藤　菜凪 白川　遥菜白川　遥菜白川　遥菜白川　遥菜 三枝　夏生三枝　夏生三枝　夏生三枝　夏生

(高洲)　(高洲)　(高洲)　(高洲)　 (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (大森)(大森)(大森)(大森) (BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)

祖山　愛夏祖山　愛夏祖山　愛夏祖山　愛夏 伊東　美咲伊東　美咲伊東　美咲伊東　美咲 榎本　帆済榎本　帆済榎本　帆済榎本　帆済

(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP) (大森)(大森)(大森)(大森) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子)

志村　帆望志村　帆望志村　帆望志村　帆望 秋本　さくら秋本　さくら秋本　さくら秋本　さくら 高島　亜果音高島　亜果音高島　亜果音高島　亜果音 中山　明日翔中山　明日翔中山　明日翔中山　明日翔

(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (高洲)　(高洲)　(高洲)　(高洲)　 (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部)

大場　優奈大場　優奈大場　優奈大場　優奈 吉田　心咲吉田　心咲吉田　心咲吉田　心咲 小林　睦望小林　睦望小林　睦望小林　睦望 鶴賀谷　芙佳鶴賀谷　芙佳鶴賀谷　芙佳鶴賀谷　芙佳

(我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP) (大森)(大森)(大森)(大森) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)

名取　恋葉名取　恋葉名取　恋葉名取　恋葉 浅野　朋花浅野　朋花浅野　朋花浅野　朋花 村田　 華村田　 華村田　 華村田　 華 渡邉　愛梨渡邉　愛梨渡邉　愛梨渡邉　愛梨

(高洲)　(高洲)　(高洲)　(高洲)　 (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)

鈴木　琴子　鈴木　琴子　鈴木　琴子　鈴木　琴子　 鳥海　柚月鳥海　柚月鳥海　柚月鳥海　柚月 植田　ありさ植田　ありさ植田　ありさ植田　ありさ 小野　真名香小野　真名香小野　真名香小野　真名香

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP) (大森)(大森)(大森)(大森) (柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部)
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5555
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AAAA BBBB CCCC DDDD

志村　優帆志村　優帆志村　優帆志村　優帆 斎藤　葵斎藤　葵斎藤　葵斎藤　葵 熊本　美月熊本　美月熊本　美月熊本　美月 佐々木　菜々子佐々木　菜々子佐々木　菜々子佐々木　菜々子

(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ)(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ)(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ)(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ) (栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子)

岡崎　美成岡崎　美成岡崎　美成岡崎　美成 赤塚　瑠奈赤塚　瑠奈赤塚　瑠奈赤塚　瑠奈 伊藤　美海伊藤　美海伊藤　美海伊藤　美海 古藤　真純古藤　真純古藤　真純古藤　真純

(高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (船橋)(船橋)(船橋)(船橋) (栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)

倉持　咲希倉持　咲希倉持　咲希倉持　咲希 勝又　さら勝又　さら勝又　さら勝又　さら 永嶋　梨奈永嶋　梨奈永嶋　梨奈永嶋　梨奈

(流山)(流山)(流山)(流山) (柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)

垣生　寧々垣生　寧々垣生　寧々垣生　寧々 岩本　朋香岩本　朋香岩本　朋香岩本　朋香 石塚　美玲石塚　美玲石塚　美玲石塚　美玲 池下　新菜池下　新菜池下　新菜池下　新菜

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) (川間)(川間)(川間)(川間)

目黒　ふわり　目黒　ふわり　目黒　ふわり　目黒　ふわり　 藤島　遥香藤島　遥香藤島　遥香藤島　遥香 嵯峨　紬希嵯峨　紬希嵯峨　紬希嵯峨　紬希

(高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ)(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ)(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ)(ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子)

渡邊　紗代渡邊　紗代渡邊　紗代渡邊　紗代 山田　美桜山田　美桜山田　美桜山田　美桜 志村　優衣志村　優衣志村　優衣志村　優衣 森田　琴美森田　琴美森田　琴美森田　琴美

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP)(BunBunSP) (大森)(大森)(大森)(大森) (船橋)(船橋)(船橋)(船橋)
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AAAA BBBB CCCC DDDD

大熊　優香大熊　優香大熊　優香大熊　優香 岡田　綾菜岡田　綾菜岡田　綾菜岡田　綾菜 西田　妃織西田　妃織西田　妃織西田　妃織     岡村　実咲岡村　実咲岡村　実咲岡村　実咲

(三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)     (柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部)

古西　萌々夏古西　萌々夏古西　萌々夏古西　萌々夏 山瀬　史帆山瀬　史帆山瀬　史帆山瀬　史帆 遠藤　桐遠藤　桐遠藤　桐遠藤　桐

(成田)(成田)(成田)(成田) (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (市原)(市原)(市原)(市原)

赤澤　涼華赤澤　涼華赤澤　涼華赤澤　涼華 村上　優奈村上　優奈村上　優奈村上　優奈 鶴田　彩乃鶴田　彩乃鶴田　彩乃鶴田　彩乃

(市原)(市原)(市原)(市原) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷)

百瀬　由梨百瀬　由梨百瀬　由梨百瀬　由梨 間中　楼子　　間中　楼子　　間中　楼子　　間中　楼子　　 秋山　結衣秋山　結衣秋山　結衣秋山　結衣

(大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部)

石毛　美羽石毛　美羽石毛　美羽石毛　美羽 鬼澤　きき鬼澤　きき鬼澤　きき鬼澤　きき 妹尾　真花妹尾　真花妹尾　真花妹尾　真花 久下　百花久下　百花久下　百花久下　百花

(成田)(成田)(成田)(成田) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢)

林　 咲空林　 咲空林　 咲空林　 咲空 眞中　李望眞中　李望眞中　李望眞中　李望 椎名　美月椎名　美月椎名　美月椎名　美月 新村　美月新村　美月新村　美月新村　美月

(市原)(市原)(市原)(市原) (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (市川)(市川)(市川)(市川)

渡辺　七海渡辺　七海渡辺　七海渡辺　七海 山元　美波山元　美波山元　美波山元　美波 廣田　　惠　廣田　　惠　廣田　　惠　廣田　　惠　 高瀬　真桜高瀬　真桜高瀬　真桜高瀬　真桜

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (市原)(市原)(市原)(市原) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部)
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５年女子(経験者)５年女子(経験者)５年女子(経験者)５年女子(経験者)

AAAA BBBB CCCC DDDD

倉島　美咲倉島　美咲倉島　美咲倉島　美咲 森　 有叶森　 有叶森　 有叶森　 有叶 川村　水姫川村　水姫川村　水姫川村　水姫 鈴木　莉香鈴木　莉香鈴木　莉香鈴木　莉香

(三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名) (流山)(流山)(流山)(流山)

横田　彩香横田　彩香横田　彩香横田　彩香 安次嶺　莉子安次嶺　莉子安次嶺　莉子安次嶺　莉子 関口　かのん関口　かのん関口　かのん関口　かのん

(柏南部)(柏南部)(柏南部)(柏南部) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (市原)(市原)(市原)(市原)

中野　円佳中野　円佳中野　円佳中野　円佳 志鎌　栞音志鎌　栞音志鎌　栞音志鎌　栞音 胡桃　良菜胡桃　良菜胡桃　良菜胡桃　良菜

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)

長嶋　穂希長嶋　穂希長嶋　穂希長嶋　穂希 冨田　梨未冨田　梨未冨田　梨未冨田　梨未 平田　梨央平田　梨央平田　梨央平田　梨央

(市原)(市原)(市原)(市原) (大森)(大森)(大森)(大森) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代)

高橋　茉優高橋　茉優高橋　茉優高橋　茉優 小林　和佳菜小林　和佳菜小林　和佳菜小林　和佳菜 藤田　凜々子　藤田　凜々子　藤田　凜々子　藤田　凜々子　

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)

杉山　　凜杉山　　凜杉山　　凜杉山　　凜 黒須　愛唯黒須　愛唯黒須　愛唯黒須　愛唯 齋藤　瑚雪齋藤　瑚雪齋藤　瑚雪齋藤　瑚雪

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (流山)(流山)(流山)(流山) (市原)(市原)(市原)(市原)
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６年女子(経験者)６年女子(経験者)６年女子(経験者)６年女子(経験者)

AAAA BBBB CCCC DDDD

菅野　季々菅野　季々菅野　季々菅野　季々 高橋　つかさ高橋　つかさ高橋　つかさ高橋　つかさ 三橋　陽香三橋　陽香三橋　陽香三橋　陽香 石川　穂乃香石川　穂乃香石川　穂乃香石川　穂乃香

(高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (流山)(流山)(流山)(流山) (スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン)(スリーセブン) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷)

檀原　由衣檀原　由衣檀原　由衣檀原　由衣 有山　優唯有山　優唯有山　優唯有山　優唯 富樫　成実富樫　成実富樫　成実富樫　成実

(大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)

山﨑　美咲山﨑　美咲山﨑　美咲山﨑　美咲 岩井　瑞歩岩井　瑞歩岩井　瑞歩岩井　瑞歩 佐藤　陽菜佐藤　陽菜佐藤　陽菜佐藤　陽菜

(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)

櫻井　彬乃櫻井　彬乃櫻井　彬乃櫻井　彬乃 古市　沙樹古市　沙樹古市　沙樹古市　沙樹 伊東　里紗伊東　里紗伊東　里紗伊東　里紗 淀　 美幸淀　 美幸淀　 美幸淀　 美幸

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (大森)(大森)(大森)(大森) (大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢)

加藤　　響加藤　　響加藤　　響加藤　　響 伊藤　楓歩伊藤　楓歩伊藤　楓歩伊藤　楓歩 小石　愛華小石　愛華小石　愛華小石　愛華 塩﨑　あかり塩﨑　あかり塩﨑　あかり塩﨑　あかり

(三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (佐貫)(佐貫)(佐貫)(佐貫) (大森)(大森)(大森)(大森)

成島　優衣花成島　優衣花成島　優衣花成島　優衣花 斉藤　渉美斉藤　渉美斉藤　渉美斉藤　渉美 大木　晴香大木　晴香大木　晴香大木　晴香

(大井沢)(大井沢)(大井沢)(大井沢) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)

堤　 みほろ堤　 みほろ堤　 みほろ堤　 みほろ 糸谷　あかり糸谷　あかり糸谷　あかり糸谷　あかり 斎郷　遥南斎郷　遥南斎郷　遥南斎郷　遥南 小川　実咲小川　実咲小川　実咲小川　実咲

(個人・葛西)(個人・葛西)(個人・葛西)(個人・葛西) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)

杉山　愛結杉山　愛結杉山　愛結杉山　愛結 岡田　奏海岡田　奏海岡田　奏海岡田　奏海 久高　七海久高　七海久高　七海久高　七海 花光　笑里花光　笑里花光　笑里花光　笑里

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (市原)(市原)(市原)(市原) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)
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