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1～25　日大習志野
26～49　　船橋二和

1 富岡 紗雪 (日大習志野) 谷兼 朋実 (薬園台) 26

2 神谷 彩音 (千葉日大一) 福馬 花純 (船橋東) 27

3 久慈 つみき (船橋芝山) 髙田 奈緒 (東葉) 28

4 吉岡 茉宥 (船橋啓明) 関 千晴 (千葉日大一) 29

5 小松 和香葉 (鎌ケ谷) 一井 優奈 (船橋芝山) 30

6 奈良 汐音 (船橋二和) 上田 珠理 (船橋啓明) 31

7 佐藤 まりね (薬園台) 宮﨑 海月 (船橋啓明) 32

8 鈴木 しずく (船橋東) 大森 愛生 (鎌ケ谷) 33

9 生井 杏 (船橋啓明) 水町 友梨 (船橋東) 34

10 安原 もも乃 (船橋芝山) 上谷 咲来 (船橋法典) 35

11 四元 美佑 (鎌ケ谷) 松本 英里 (市立船橋) 36

12 木元 麻友 (白井) 中村 萌愛 (船橋二和) 37

13 平川 楓 (船橋) 橋詰 みさき (船橋啓明) 38

14 五味 加奈絵 (船橋東) 石井 美潤 (船橋二和) 39

15 田中 佳奈 (東葉) 金子 桃実 (船橋芝山) 40

16 林 祐里花 (千葉日大一) 前田 萌花 (薬園台) 41

17 橋本 侑樺 (船橋二和) 安納 萌香 (船橋) 42

18 松澤 夏希 (鎌ケ谷) 中島 帆乃美 (鎌ケ谷) 43

19 寺田 恵愛 (学館船橋) 石橋 愛実 (船橋二和) 44

20 草野 七海 (市立船橋) 鈴木 伽奈美 (船橋法典) 45

21 齋藤 朱莉 (船橋啓明) 佐野 美月 (船橋芝山) 46

22 金子 ゆらら (薬園台) 田谷 文音

23 阿部 遥音 (船橋法典)

徳川 乃永 (鎌ケ谷) 49

(船橋東) 47

金山 英里奈 (日大習志野)

25 桜庭 歩実 (船橋芝山)

48

24 松田 朱生 (船橋二和)
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50～73　船橋芝山
74～98　　　　白井

50 大竹 那奈 (船橋芝山) 大橋 若奈 (船橋芝山) 74

51 小原 弥華 (日大習志野) 今中 美月 (鎌ケ谷) 75

52 田中 陽菜 (鎌ケ谷) 倉地 怜美 (船橋二和) 76

53 佐藤 ひなた (千葉日大一) 白井 凜子 (薬園台) 77

54 日隈 柚里 (船橋東) 松井 朝美 (船橋東) 78

55 萩原 美優 (船橋啓明) 鈴木 若菜 (市立船橋) 79

56 山下 柚月 (船橋二和) 久々津 歩乃花 (薬園台) 80

57 櫻井 友香 (薬園台) 武隈 愛依 (船橋啓明) 81

58 吉田 百合香 (船橋東) 日吉 遥夏 (船橋法典) 82

59 林 美有香 (鎌ケ谷) 土橋 未来 (鎌ケ谷) 83

60 加藤 和夏奈 (市立船橋) 若田 佳菜子 (船橋) 84

61 諏訪 美那 (船橋法典) 河野 はるな (白井) 85

62 石井 優希 (学館船橋) 上野 祐季 (市立船橋) 86

63 伊藤 綾香 (鎌ケ谷) 本間 彩華 (船橋二和) 87

64 大下 里菜 (船橋芝山) 佐藤 翠 (船橋啓明) 88

65 鈴木 里菜 (船橋) 兼松 里帆 (鎌ケ谷) 89

66 湯浅 美羽 (船橋二和) 島津 彩加 (船橋東) 90

67 柴田 百合香 (薬園台) 安久都 優衣 (船橋) 91

68 熊本 紗也加 (船橋東) 武内 悠里 (薬園台) 92

69 三浦 七海 (船橋芝山) 上野 日菜 (日大習志野) 93

70 阿部 愛子 (船橋啓明) 戸崎 帆南 (鎌ケ谷) 94

71 鎌田 陽菜 (船橋二和) 栗田 奈歩

72 太田 保奈美 (船橋法典)

相馬 穂乃香 (船橋芝山) 97

(船橋二和) 95

齊藤 彩乃 (船橋啓明)

西川 由紀 (千葉日大一) 98

96

73 大沢 愛衣里 (東葉)


