
選手入場 9:10 競技開始 10:00

競技順 ゼッケン 学校 学年 氏名 ふりがな

1 赤1 東海大浦安 高１ 宮腰彩音 みやこしあやね

2 赤2 千城台 高１ 池田芽依 いけだめい

3 赤3 幕張総合 高２ 渡邉凛 わたなべりん

4 赤4 東海大浦安 高１ 佐野小春 さのこはる

5 赤5 千葉北 高２ 大澤さくら おおさわさくら

6 赤6 幕張総合 高１ 寺西永佳 てらにしはるか

7 赤7 東海大浦安 高１ 長瀬瑞貴 ながせみずき

8 赤8 県船橋 高１ 小林和音 こばやしかずね

9 赤9 幕張総合 高１ 桐生沙月 きりゅう　さつき

10 赤10 東海大浦安 高２ 石井愛美 いしいまなみ

11 赤11 県千葉 高１ 田村紀歩 たむらことほ

12 赤12 幕張総合 高２ 渋谷理乃 しぶやりの

13 赤13 幕張総合 高２ 鵜木心春 うのきこはる

14 赤14 幕張総合 高２ 橋本円 はしもとまどか

15 赤15 千葉明徳 高２ 島田夏希 しまだなつき

16 赤16 千城台 高１ 髙木沙耶 たかぎさや

17 赤17 千城台 高２ 堀口夢実 ほりぐちゆみ

18 赤18 千葉北 高２ 髙橋天音 たかはしあまね

19 赤19 船橋東 高１ 萩原香月 はぎわらかづき

20 赤20 千城台 高１ 光藤花奈美 みつふじかなみ

21 赤21 幕張総合 高１ 永岡心寧 ながおかここね

22 赤22 幕張総合 高１ 松川静流 まつかわしずる

23 赤23 幕張総合 高１ 噌西真桜 そにしまお

24 赤24 幕張総合 高２ 岩上晴菜 いわがみはるな

25 赤25 幕張総合 高１ 鈴木遥夏 すずきはるか

26 赤26 千葉北 高２ 高倉心春 たかくらこはる

27 赤27 商大付属 高１ 宇田川藍 うだがわあい

28 赤28 船橋二和 高１ 髙橋小百合 たかはしさゆり

29 赤29 幕張総合 高１ 今井遥香 いまいはるか

30 赤30 千葉明徳 高２ 末益咲良 すえますさくら

31 赤31 高谷中 中１ 山本純礼 やまもとすみれ

32 赤32 二俣小 小４ 山本彩加 やまもとさやか

33 赤33 阿蘇米本学園 中１ 菊池心乃香 きくちこのか

34 赤34 三咲小 小６ 原菜都美 はらなつみ

35 赤35 若松中 中２ 二瓶七海 にへいななみ

36 赤36 市川第一中 中２ 的場朱杜 まとばすず

37 赤37 いには野小 小６ 望月咲希 もちづきさき

38 赤38 幸谷小 小４ 姉帶杏美 あねたいあみ

39 赤39 大和田中 中３ 岩澤愛海 いわさわあみ

40 赤40 木刈中 中１ 西村優杏 にしむらゆあ

41 赤41 新松戸南中 中１ 岡部朱里 おかべあかり

42 赤42 稲毛中 中３ 姉帯咲良 あねたいさくら

43 赤43 西海神小 小５ 小林律香 こばやしりつか

44 赤44 七次台中 中２ 村杉汐里 むらすぎしおり

45 赤45 和名ケ谷小 小４ 宮本芭愛 みやもとはな

46 赤46 大山口小 小６ 鈴木愛奈 すずきあいな

47 赤47 小金南中 中１ 姉帶沙柚 あねたいさゆ

48 赤48 屋敷小 小６ 田村汐莉 たむらしおり

49 赤49 瑞穂小 小６ 花畑柑奈 はなばたかんな

クリーニング

女子１本目

クリーニング



１本目終了後

競技順 ゼッケン 学校 学年 氏名 ふりがな

1 赤1 東海大浦安 高１ 宮腰彩音 みやこしあやね

2 赤2 千城台 高１ 池田芽依 いけだめい

3 赤3 幕張総合 高２ 渡邉凛 わたなべりん

4 赤4 東海大浦安 高１ 佐野小春 さのこはる

5 赤5 千葉北 高２ 大澤さくら おおさわさくら

6 赤6 幕張総合 高１ 寺西永佳 てらにしはるか

7 赤7 東海大浦安 高１ 長瀬瑞貴 ながせみずき

8 赤8 県船橋 高１ 小林和音 こばやしかずね

9 赤9 幕張総合 高１ 桐生沙月 きりゅう　さつき

10 赤10 東海大浦安 高２ 石井愛美 いしいまなみ

11 赤11 県千葉 高１ 田村紀歩 たむらことほ

12 赤12 幕張総合 高２ 渋谷理乃 しぶやりの

13 赤13 幕張総合 高２ 鵜木心春 うのきこはる

14 赤14 幕張総合 高２ 橋本円 はしもとまどか

15 赤15 千葉明徳 高２ 島田夏希 しまだなつき

16 赤16 千城台 高１ 髙木沙耶 たかぎさや

17 赤17 千城台 高２ 堀口夢実 ほりぐちゆみ

18 赤18 千葉北 高２ 髙橋天音 たかはしあまね

19 赤19 船橋東 高１ 萩原香月 はぎわらかづき

20 赤20 千城台 高１ 光藤花奈美 みつふじかなみ

21 赤21 幕張総合 高１ 永岡心寧 ながおかここね

22 赤22 幕張総合 高１ 松川静流 まつかわしずる

23 赤23 幕張総合 高１ 噌西真桜 そにしまお

24 赤24 幕張総合 高２ 岩上晴菜 いわがみはるな

25 赤25 幕張総合 高１ 鈴木遥夏 すずきはるか

26 赤26 千葉北 高２ 高倉心春 たかくらこはる

27 赤27 商大付属 高１ 宇田川藍 うだがわあい

28 赤28 船橋二和 高１ 髙橋小百合 たかはしさゆり

29 赤29 幕張総合 高１ 今井遥香 いまいはるか

30 赤30 千葉明徳 高２ 末益咲良 すえますさくら

31 赤31 高谷中 中１ 山本純礼 やまもとすみれ

32 赤32 二俣小 小４ 山本彩加 やまもとさやか

33 赤33 阿蘇米本学園 中１ 菊池心乃香 きくちこのか

34 赤34 三咲小 小６ 原菜都美 はらなつみ

35 赤35 若松中 中２ 二瓶七海 にへいななみ

36 赤36 市川第一中 中２ 的場朱杜 まとばすず

37 赤37 いには野小 小６ 望月咲希 もちづきさき

38 赤38 幸谷小 小４ 姉帶杏美 あねたいあみ

39 赤39 大和田中 中３ 岩澤愛海 いわさわあみ

40 赤40 木刈中 中１ 西村優杏 にしむらゆあ

41 赤41 新松戸南中 中１ 岡部朱里 おかべあかり

42 赤42 稲毛中 中３ 姉帯咲良 あねたいさくら

43 赤43 西海神小 小５ 小林律香 こばやしりつか

44 赤44 七次台中 中２ 村杉汐里 むらすぎしおり

45 赤45 和名ケ谷小 小４ 宮本芭愛 みやもとはな

46 赤46 大山口小 小６ 鈴木愛奈 すずきあいな

47 赤47 小金南中 中１ 姉帶沙柚 あねたいさゆ

48 赤48 屋敷小 小６ 田村汐莉 たむらしおり

49 赤49 瑞穂小 小６ 花畑柑奈 はなばたかんな
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女子2本目

競技開始時刻


