
男子 女子 合計

川崎　駿 明治大/ｱｸﾗﾌﾞ調布 1 山根　優衣 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 大学生以上 13 12 25

山元　啓照 海上自衛隊 2 奥田　さわ ﾙﾈｻﾝｽ銚子 高3 10 9 19

平井　健太 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 3 湯原　利佳 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 高2 7 11 18

石井　諒 SWIM　SWAG 4 藪　仁美 柏洋・柏 高1 8 7 15

白石　航 ﾒｶﾞﾛｽ柏 5 樋口　恵夢 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 中3 6 7 13

松元　克央 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 6 湯原　利佳 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 中2 2 5 7

平井　康翔 朝日ﾈｯﾄ 7 若穂囲理緒 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 中1 2 3 5

安田　純輝 早稲田大/ﾙ・亀戸 8 平野香緒里 ﾙﾈｻﾝｽ土気 合計 48 54 102

山下　泰幸 千葉商大付卒/金町SC 9 白井早弥香 法政大 中高生計 35 42 77

小日向一輝 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 10 渡辺　涼葉 ﾙﾈｻﾝｽ土気

後藤　滉平 明治大/柏洋・柏 11 下山　夏帆 柏洋・柏

古川　喜将 ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉 12 藪　美涼 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安

田口　雅司 明治大/ｱｰﾃﾞﾙ 13

菅野　幹也 Nalu 1 持田　早智 ﾙﾈｻﾝｽ幕張

早田　真宙 Nalu 2 柏崎　清花 柏洋・柏

山本虎之介 千葉商大付/金町SC 3 徳永　美緒 昭和学院/金町SC

神宮司怜央 東海大浦安/ﾄﾋﾟﾚｯｸ 4 森田彩弥加 稲毛ｲﾝﾀｰ

中西芳明ｱﾚｯｸｽ 稲毛ｲﾝﾀｰ 5 辻内　佳穂 昭和学院/ﾄﾋﾟﾚｯｸ

岸　拓磨 柏洋・江戸川台 6 米田　玲央 ﾙﾈｻﾝｽ幕張

山崎　直樹 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 7 徳永　彩花 ﾙﾈｻﾝｽ幕張

平野　裕汰 君津MSC 8 中嶋早季子 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉

牧井　雄大 CAC 9 畔田　明音 柏洋・江戸川台

福井　崇博 ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉 10

市川　晟寛 千葉商大付/金町SC 1 飯塚　千遥 ﾙﾈｻﾝｽ銚子

今西　慶太 稲毛ｲﾝﾀｰ 2 込山　瞳 ﾙﾈｻﾝｽ土気

野呂　一期 東金ｲﾝﾀｰ 3 山川　唯巴 ﾙﾈｻﾝｽ幕張

日比野隼大 柏洋・江戸川台 4 鈴木菜々花 ﾙﾈｻﾝｽ銚子

井上　航 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 5 小野　茉結 昭和学院/ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞAZ

高梨　陽太 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ 6 松島　香帆 ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ

佐藤　颯 鋸南SC 7 仲嶋　澄香 Nalu

8 伊奈　美羽 ﾙﾈｻﾝｽ幕張

9 森　はな ｾﾝﾄﾗﾙ千葉

10 新井　美月 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安

11 沼尾　紀穂 柏洋・江戸川台

大谷　幸輝 ﾒｶﾞﾛｽ柏 1 松村　多恵 ｺﾅﾐ津田沼

関　飛翔 ﾙﾈｻﾝｽ幕張 2 青島那有姫 茂原ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

川嶋虎太郎 ｲﾄﾏﾝ千葉 3 山本　梨奈 稲毛ｲﾝﾀｰ

秋生　航輝 ﾙﾈｻﾝｽ佐倉 4 鈴木　和 ﾌﾟﾚｵﾝ船橋

大作　健二 柏洋・江戸川台 5 金田　彩花 ｲﾄﾏﾝ千葉

山本　剛生 CAC勝田台 6 星　美里 ｱｰﾃﾞﾙ

山本　拓武 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津 7 森柄　花菜 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安

佐藤　大翔 ｾﾝﾄﾗﾙ流山 8

西條　智也 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 1 田中　花 ﾙﾈｻﾝｽ幕張

井上　海 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安 2 渡辺　美楓 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津

永藤　修一 ﾙﾈｻﾝｽ八日市場 3 齋藤　花梨 ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ

落合　兼優 ｾﾝﾄﾗﾙ千葉 4 関根　菜生 ﾌﾟﾚｵﾝ船橋

片山　慧 曽谷ｾﾝﾄﾗﾙ 5 三國　美宝 BIG木更津

新井　章太 ｲﾄﾏﾝ千葉 6 小川　幸夏 ｲﾄﾏﾝ千葉

7 小川　幸美 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津

江沢　陸 BIG木更津 1 大野　莉子 ｺﾅﾐ津田沼

多田　光成 BIG木更津 2 堀　花音 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津

3 野田　佑風 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安

4 宮本　帆風 ｾﾝﾄﾗﾙ流山

5 池野　紫音 ｾﾝﾄﾗﾙ浦安

小野　泰己 ｼﾞｮｲﾌﾙ千葉 1 清水アマネ ｾﾝﾄﾗﾙ浦安

名取　優輝 BIG木更津 2 前田沙也佳 ｾﾝﾄﾗﾙ谷津

3 鴇田　未来 君津MSC
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