
坂田　輝 井生 珠愛 花上　凛 中島 翔也 中谷　拓 佐藤 陽向 酒井 玲佳 佐藤 航太
(北総) (京葉) (市川) (花見川) (市原) (大日) (野田) (花見川)

佐藤 大和 西塚 悠真 福田 優真 森山 結斗 樋沼 柊月 上原 滉平 根本 功太 武川 慶都
(大日) (船橋) (大日) (船橋) (酒々井) (船橋) (習空館) (市川)

伊藤 優来 秋山 桜月 三好 真央 龍 宝花 後藤 舞衣葉 岡田 和果 山田 美樹 松本 明佳
(佐倉南) (船橋) (千葉中央) (五井) (船橋) (野田) (津田沼) (習空館)

岡崎 至輝 篠崎 璃音 植村　匠 國吉 康太 川満 健竜 大日方 裕翔 村田 将悠 後山 唯斗
(市川) (市原) (大網) (市原) (花見川) (習空館) (北総) (市原)

御幡 ゆめ 瀧口 華菜 中谷 渉未 滝川 つづみ 下山 亜実 高椅 璃央 － －
(花見川) (市原) (五井) (野田) (習空館) (天津小湊)

後藤 響輝 遠藤 空流 落合 大樹 鶴岡 滉晟 松田 飛勇 小谷 凌雅 大竹　舜 高橋 鼓太
(船橋) (酒々井) (船橋) (船橋) (習空館) (酒々井) (酒々井) (花見川)

川本 仁香 藺牟田 彩莉 花上 友梨 入澤 亜衣 菊地 真優 阪本 梨志和 広瀬 桃花 矢野 舞夏
(花見川) (京葉) (市川) (市川) (野田) (市原) (野田) (酒々井)

末木 翔馬 長井 温輝 永尾 海音 阿部 創 坂田　光 染谷 拓磨 細井 倖汰 峯岸 志門
(船橋) (大網) (大網) (市川) (北総) (酒々井) (野田) (花見川)

日向 七海 内田 心春 西村 海音 中谷 美咲 村田 彩心 君塚 陽向 勝澤　楓 鎌田 紗羅
(大網) (習空館) (市川) (五井) (北総) (富里) (市川) (袖ヶ浦)

市東 達也 正田　輝 岡本 紘直 三浦 誠司 相京 和希 葉満田 然 稲崎 隆已 北森 拳士郎
(大網) (八街) (大網) (習空館) (酒々井) (市川) (野田) (袖ヶ浦)

花岡 瑠菜 犬丸 麻那 龍 愛弓 三枝 美月 神足 優里香 犬飼 由唯 吉嶺 愛美 佐藤　凛
(船橋) (大網) (五井) (花見川) (京葉) (北総) (野田) (習空館)

川島 慶士 斉藤 優貴 中村　快 渡邉 朔弥 藤井 雄太 菊地 拓人 奥原 蓮 我有 育飛
(北総) (習空館) (花見川) (五井) (京葉) (野田) (市原) (五井)

横山 千恵 宮　毬花 川　歩未 小林　耀 － － － －
(船橋) (市原) (花見川) (市原)

瀧本 聖人 御幡 直熙 市原 龍二 平井 龍晟 篠崎 拓海 高橋 佑太 小山内 彗太 石川 泰希
(北総) (花見川) (八街) (北総) (市原) (佐倉南) (北総) (千葉中央)

市東 夏海 長井 桃愛 鈴木 優花 大川 弥久 － － － －
(大網) (大網) (大網) (花見川)

本　龍二 中澤 駿介 菊地 穂澄 － － － － －
(大網) (市川) (野田)

脇田 蒼莉 小口 莉央 龍 麻優子 三浦　彩 岡本 真里 大岩 恵利花 瀧本 真生 菊地　結
(船橋) (大日) (五井) (習空館) (大日) (習空館) (北総) (野田)

佐藤 喜太郎 辻本 尚兵 南　陽水 佐伯 靖治 新井 月斗 渡辺 慧拓 森　啓吾 伊藤 恵介
(酒々井) (大網) (千葉工大) (津田沼) (千葉工大) (千葉工大) (野田) (津田沼)

熊谷 はるか 小出 亜弥芽 日暮 彩乃 花岡 桃香 小林 京佳 川本 愛里 春日 若菜 蒲原 琴音
(八街) (酒々井) (八街) (船橋) (千葉工大) (花見川) (野田) (市川)

千葉工大Ａ 花見川支部 津田沼支部 千葉工大Ｂ － － － －
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坂田　輝 富岡 小羽 花上　凛 中島 翔也 粟野 智久 遠藤 暖和 木村 幸太郎 佐藤 陽向
(北総) (京葉) (市川) (花見川) (船橋) (大日) (市原) (大日)

小倉 漣音 福田 優真 西塚 悠真 三枝 勇斗 樋沼 柊月 森山 結斗 多々良 志苑 上原 滉平
(天津小湊) (大日) (船橋) (花見川) (酒々井) (船橋) (船橋) (船橋)
三好 真央 後藤 舞衣葉 伊藤 優来 龍　宝花 秋山 桜月 岡田 和果 松本 明佳 －
(千葉中央) (船橋) (佐倉南) (五井) (船橋) (野田) (習空館)
西田 修都 川満 健竜 篠崎 璃音 國吉 康太 林田 龍太 工藤 拓幹 岡山 拳志 後山 唯斗

(京葉) (花見川) (市原) (市原) (市原) (佐倉南) (五井) (市原)
高椅 璃央 下山 亜実 瀧口 華菜 滝川 つづみ 御幡 ゆめ 中谷 渉未 － －
(天津小湊) (習空館) (市原) (野田) (花見川) (五井)
後藤 響輝 遠藤 空流 高田 悠大 田畑 祐成 落合 大樹 大竹 舜 小谷 凌雅 松村 洸大

(船橋) (酒々井) (野田) (北総) (船橋) (酒々井) (酒々井) (北総)
藺牟田 彩莉 菊地 真優 入澤 亜衣 川本 仁香 花上 友梨 矢野 舞夏 － －

(京葉) (野田) (市川) (花見川) (市川) (酒々井)
長井 温輝 永尾 海音 末木 翔馬 坂田 光 細井 敬汰 瀧口 真世 鈴木 天翔 佐藤 利樹

(大網) (大網) (船橋) (北総) (野田) (市原) (北総) (北総)
日向 七海 増渕 萌英子 内田 心春 西村 海音 村田 彩心 中谷 美咲 勝澤　楓 －

(大網) (船橋) (習空館) (市川) (北総) (五井) (市川)
市東 達也 竹内　匠 正田　輝 麻生 英司 岡本 紘直 北森 拳士郎 相京 和希 三浦 誠司

(大網) (花見川) (八街) (京葉) (大網) (袖ヶ浦) (酒々井) (習空館)
龍 愛弓 花岡 瑠菜 佐藤　凛 落合 美玖 三枝 美月 犬丸 麻那 大坪 真琳 神足 優里香

(五井) (船橋) (習空館) (船橋) (花見川) (大網) (袖ヶ浦) (京葉)
中村　快 根本 凌翔 川島 慶士 湯本 真央 菊地 拓人 奥原 蓮 － －
(花見川) (北総) (北総) (習空館) (野田) (市原)

宮　毬花 横山 千恵 小林　耀 川　歩未 － － － －
(市原) (船橋) (市原) (花見川)

平井 龍晟 御幡 直熙 瀧本 聖人 市原 龍二 高橋 佑太 石川 泰希 小山内 彗太 －
(北総) (花見川) (北総) (八街) (佐倉南) (千葉中央) (北総)

市東 夏海 長井 桃愛 大川 弥久 鈴木 優花 － － － －
(大網) (大網) (花見川) (大網)

中澤 駿介 菊地 穂澄 － － － － － －
(市川) (野田)

三浦　彩 大岩 恵利花 岡本 真里 小口 莉央 龍 麻優子 菊地　結 瀧本 真生
(習空館) (習空館) (大日) (大日) (五井) (野田) (北総) (-)

南　陽水 宮本 健司 山本 峻也 伊藤 恵介 辻　大海 牧野　樹 新井 月斗 本田 和馬
(千葉工大) (津田沼) (千葉工大) (津田沼) (千葉工大) (千葉工大) (千葉工大) (八街)
椎名　優 市原 志穂 佐藤 千夏 日暮 彩乃 小林 京佳 広瀬 由利 蒲原 琴音 春日 若菜

(八街) (八街) (八街) (八街) (千葉工大) (野田) (市川) (野田)
津田沼支部 千葉工大Ａ 八街支部 － － － － －
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