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１～21　芝山
22～43　古和釜

1 池田 菜々子 (学館船橋) 吉岡 絢音 (船橋啓明) 22

2 立崎 優里菜 (千葉日大一) 堀江 乙葉 (鎌ケ谷) 23

3 杉崎 さやか (船橋二和) 大川 咲季 (薬園台) 24

4 河合 萌 (白井) 小栁 美怜 (船橋東) 25

5 斉藤 由惟 (船橋東) 小長谷 知香 (船橋芝山) 26

6 木場 優佳 (船橋芝山) 石井 愛紗 (船橋東) 27

7 中江 智宥 (船橋東) 倉本 葵衣 (日大習志野) 28

8 市井 美帆 (船橋) 鈴木 理奈 (船橋法典) 29

9 前田 唯花 (千葉日大一) 石川 絢 (千葉日大一) 30

10 小川 楓薫 (船橋啓明) 北原 美波 (船橋二和) 31

11 河端 彩未 (船橋法典) 菅原 凜咲 (古和釜) 32

12 佐藤 綺星 (日大習志野) 板垣 澄香 (白井) 33

13 今井 温香 (鎌ケ谷) 浅尾 佐奈 (船橋二和) 34

14 木滑 遥 (船橋啓明) 日下部 凜々 (鎌ケ谷) 35

15 萩原 愛子 (薬園台) 山田 新歩 (船橋東) 36

16 須藤 真優 (千葉日大一) 髙橋 心優 (古和釜) 37

17 佐々木 香奈葉 (白井) 吉田 優里 (千葉日大一) 38

18 小野 なつみ (船橋東) 大森 愛莉 (船橋啓明) 39

19 越智 綾音 (東葉) 対馬 実希 (船橋芝山) 40

20 小関 仁美 (船橋二和) 坂川 奈緒 (日大習志野) 41

21 乾 友莉華 (船橋芝山) 木原 亜麻未 (千葉日大一) 42

工藤 七海 (船橋東) 43
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44～65　県船橋
66～86　鎌ヶ谷

44 中武 優奈 (船橋) 石井 結 (学館船橋) 66

45 菊池 真叶 (船橋芝山) 宮武 未侑 (日大習志野) 67

46 大島 せりな (千葉日大一) 綠川 花音 (船橋東) 68

47 総山 菜子 (日大習志野) 千葉 桃子 (船橋芝山) 69

48 福留 萌絵 (船橋東) 松本 華 (白井) 70

49 杉本 美里愛 (船橋東) 西井 夢乃 (船橋) 71

50 竹中 理花 (船橋法典) 森 さくら (船橋啓明) 72

51 手塚 仁美 (船橋啓明) 山口 楓花 (船橋東) 73

52 中島 理花 (千葉日大一) 八尾坂 詩織 (千葉日大一) 74

53 早野 愛結 (船橋二和) 佐藤 美友 (鎌ケ谷) 75

54 関 優衣 (薬園台) 櫻井 菜央 (東葉) 76

55 濱口 ひまり (船橋二和) 松本 璃子 (千葉日大一) 77

56 竹尾 はるな (船橋東) 丸金 来海 (船橋法典) 78

57 岩田 まどか (船橋) 塩野 優美 (船橋東) 79

58 井澤 あつ子 (鎌ケ谷) 新宅 彩夏 (白井) 80

59 日隈 桃菜 (日大習志野) 部田 沙也花 (船橋芝山) 81

60 尾﨑 七海 (白井) 竹内 葵衣 (船橋東) 82

61 田渕 優奈 (船橋法典) 嶌村 美慧

62 小田 朱莉 (船橋東)

サビオ クレア (古和釜) 85

(船橋二和) 83

永倉 光彩 (千葉日大一)

四ノ宮 葵 (船橋啓明)

84

63 大石 芽依 (船橋芝山)

尾山 晴香 (船橋啓明) 86

65 小林 愛奈 (千葉日大一)

64


