
AAAA BBBB CCCC DDDD

藤田　　櫂藤田　　櫂藤田　　櫂藤田　　櫂 寺内　涼寺内　涼寺内　涼寺内　涼 平尾　遼芽平尾　遼芽平尾　遼芽平尾　遼芽 村上　士竜村上　士竜村上　士竜村上　士竜

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (高洲)　(高洲)　(高洲)　(高洲)　 (市川)　(市川)　(市川)　(市川)　 (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) 0

○21-17 ×17-21 ○21-9 ×9-21

×12-21 ○21-15 ○21-12 ×15-21 大八木

村田　光琉村田　光琉村田　光琉村田　光琉 山野井　椋一山野井　椋一山野井　椋一山野井　椋一 豊倉　葉瑠豊倉　葉瑠豊倉　葉瑠豊倉　葉瑠 大八木　奏柊　大八木　奏柊　大八木　奏柊　大八木　奏柊　

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲)

○21-12 ×12-21 ×12-21 ○21-12 2

×15-21 ×15-21 ○21-15 ○21-15

AAAA BBBB CCCC DDDD

安保　武輝安保　武輝安保　武輝安保　武輝 加納　悠平加納　悠平加納　悠平加納　悠平 糸谷　ひかる糸谷　ひかる糸谷　ひかる糸谷　ひかる 鈴木　 遼鈴木　 遼鈴木　 遼鈴木　 遼 2

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (流山)(流山)(流山)(流山) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (すりーせぶん)(すりーせぶん)(すりーせぶん)(すりーせぶん)

○21-9○21-9○21-9○21-9 ×9-21 ○21-16 ×9-21 21--14 2

○21-9○21-9○21-9○21-9 ×10-21 ×9-21 ○21-10 21--18

小峰　優大　小峰　優大　小峰　優大　小峰　優大　 清原　慶矢　清原　慶矢　清原　慶矢　清原　慶矢　 古賀　聖人古賀　聖人古賀　聖人古賀　聖人

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (流山)(流山)(流山)(流山)

○21-13○21-13○21-13○21-13 ×13-21 ○21-17 0

○21-11○21-11○21-11○21-11 ×17-21 ×11-21 21--15 安保

柳原　秀太　柳原　秀太　柳原　秀太　柳原　秀太　 清水　友喜清水　友喜清水　友喜清水　友喜 相葉　皓太相葉　皓太相葉　皓太相葉　皓太 21--15

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (大森)(大森)(大森)(大森) 0

○21-8○21-8○21-8○21-8 ×8-21 ○21-8

○21-18○21-18○21-18○21-18 ×8-21 ×18-21 12--21

村上　　港村上　　港村上　　港村上　　港 西林　隆之介西林　隆之介西林　隆之介西林　隆之介 村本　拓海村本　拓海村本　拓海村本　拓海 17--21 0

(市川)　(市川)　(市川)　(市川)　 (流山)(流山)(流山)(流山) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　

○21-8○21-8○21-8○21-8 ×8-21 ○21-12 2

○21-15○21-15○21-15○21-15 ×12-21 ×15-21

AAAA BBBB CCCC DDDD

宮下　怜宮下　怜宮下　怜宮下　怜 栗原　拓巳栗原　拓巳栗原　拓巳栗原　拓巳 松永　晃治松永　晃治松永　晃治松永　晃治 松本　直也松本　直也松本　直也松本　直也

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (すりーせぶん)(すりーせぶん)(すりーせぶん)(すりーせぶん) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (高洲)　(高洲)　(高洲)　(高洲)　 2

○21-4○21-4○21-4○21-4 ×8-21 ○21-11 ×11-21

○21-16○21-16○21-16○21-16 ×12-21 ×16-21 ○21-6

田口　聖也田口　聖也田口　聖也田口　聖也 宮川　陸宮川　陸宮川　陸宮川　陸 中川　創太中川　創太中川　創太中川　創太 19--21 2

(新木小)(新木小)(新木小)(新木小) (栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) 0 21--20

○21-6○21-6○21-6○21-6 ×6-21 ○21-3○21-3○21-3○21-3 21--19

×20-21×20-21×20-21×20-21 ×3-21 ○21-20○21-20○21-20○21-20 10--21

志賀　光志賀　光志賀　光志賀　光 高橋　太一高橋　太一高橋　太一高橋　太一 和田　直樹和田　直樹和田　直樹和田　直樹 井関　晃大井関　晃大井関　晃大井関　晃大 17--21 1

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (大森)(大森)(大森)(大森) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) 20--21 宮下

○21-8○21-8○21-8○21-8 ×8-21 ×5-21 ○21-5 2 21--14

○21-8○21-8○21-8○21-8 ○21-4 ×4-21 ×8-21 21--17

伊藤　聡馬伊藤　聡馬伊藤　聡馬伊藤　聡馬 久古　伊織久古　伊織久古　伊織久古　伊織 山田　真樹山田　真樹山田　真樹山田　真樹

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (流山)(流山)(流山)(流山) (川間)(川間)(川間)(川間) 2

○21-2○21-2○21-2○21-2 ×2-21 ○21-18

○21-2○21-2○21-2○21-2 ×18-21 ×2-21 21--15

岩城　　慎　岩城　　慎　岩城　　慎　岩城　　慎　 寺内　琳寺内　琳寺内　琳寺内　琳 冨田　慎之介冨田　慎之介冨田　慎之介冨田　慎之介 相浦　周毅相浦　周毅相浦　周毅相浦　周毅 21--20 1

(三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (すりーせぶん)(すりーせぶん)(すりーせぶん)(すりーせぶん) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)

○21-6○21-6○21-6○21-6 ×6-21 ○21-8 ×8-21 0

○21-3○21-3○21-3○21-3 ○21-17 ×3-21 ×17-21

1
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AAAA BBBB CCCC DDDD

福永　旺洋福永　旺洋福永　旺洋福永　旺洋 石尾　太一石尾　太一石尾　太一石尾　太一 鈴木　秀道鈴木　秀道鈴木　秀道鈴木　秀道 矢口　丈羽矢口　丈羽矢口　丈羽矢口　丈羽

(高洲)　(高洲)　(高洲)　(高洲)　 (流山)(流山)(流山)(流山) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) 2

○21-13○21-13○21-13○21-13 ×13-21 ○21-11 ×11-21

○21-12○21-12○21-12○21-12 ○21-10 ×12-21 ×10-21 21--18 2

増田　　峻増田　　峻増田　　峻増田　　峻 清水　大喜清水　大喜清水　大喜清水　大喜 井本　宗一郎　井本　宗一郎　井本　宗一郎　井本　宗一郎　 21--13

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲)

○21-15 ×15-21 ×8-21 0

×15-21 ○21-8 ○21-15 21--7 福永

桜井　雅大桜井　雅大桜井　雅大桜井　雅大 上田　晃大上田　晃大上田　晃大上田　晃大 小林　海刀小林　海刀小林　海刀小林　海刀 21--15

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) 2

ＤＥＦＤＥＦＤＥＦＤＥＦ ○21-14○21-14○21-14○21-14 ×14-21

×17-21 21--18

落合　太雅落合　太雅落合　太雅落合　太雅 田端　陽田端　陽田端　陽田端　陽 阿波　琉希阿波　琉希阿波　琉希阿波　琉希 21--8 0

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (市川)　(市川)　(市川)　(市川)　 (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名)

ＤＥＦＤＥＦＤＥＦＤＥＦ ×20-21 ○21-20○21-20○21-20○21-20 0

○21-17

AAAA BBBB CCCC DDDD

山崎　諒羽山崎　諒羽山崎　諒羽山崎　諒羽 島根　　潤島根　　潤島根　　潤島根　　潤 美谷　佳輝美谷　佳輝美谷　佳輝美谷　佳輝 平尾　彰悟平尾　彰悟平尾　彰悟平尾　彰悟

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代) 2

○21-16○21-16○21-16○21-16 ×16-21 ○21-20 ×20-21

○21-4○21-4○21-4○21-4 ×17-21 ×4-21 ○21-17

伊藤　正悟伊藤　正悟伊藤　正悟伊藤　正悟 倉持　佳祐倉持　佳祐倉持　佳祐倉持　佳祐 高藤　春希高藤　春希高藤　春希高藤　春希 21--20 山崎

(流山)(流山)(流山)(流山) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (川間)(川間)(川間)(川間) 0 21--15

×19-21 ○21-19 ○21-15○21-15○21-15○21-15

×8-21 ×15-21 ○21-8○21-8○21-8○21-8 9--21

安保　瑠城安保　瑠城安保　瑠城安保　瑠城 藤枝　夏王藤枝　夏王藤枝　夏王藤枝　夏王 稲村　　裕輝稲村　　裕輝稲村　　裕輝稲村　　裕輝 13--21 0

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名) (市川)(市川)(市川)(市川)

○21-6○21-6○21-6○21-6 ×6-21 ○21-18 2

○21-10○21-10○21-10○21-10 ×18-21 ×10-21

AAAA BBBB CCCC DDDD

中西　流我中西　流我中西　流我中西　流我 吉田　光佑　吉田　光佑　吉田　光佑　吉田　光佑　 柘野　翔大柘野　翔大柘野　翔大柘野　翔大 加納　駿平加納　駿平加納　駿平加納　駿平

(季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (磯辺)(磯辺)(磯辺)(磯辺) (流山)(流山)(流山)(流山) 2

○21-7 ×7-21 ○21-9 ×9-21

○21-20 ×13-21 ×20-21 ○21-13 21--14 2

長谷川　大樹長谷川　大樹長谷川　大樹長谷川　大樹 宮川　拓朗宮川　拓朗宮川　拓朗宮川　拓朗 山田　剛生山田　剛生山田　剛生山田　剛生 18--21

(市川)(市川)(市川)(市川) (栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) (大森)(大森)(大森)(大森) 21--18

○21-15 ×15-21 ○21-14 1

×14-21 ×14-21 ○21-14 15--21 中西

山田　康生山田　康生山田　康生山田　康生 冨塚　海斗冨塚　海斗冨塚　海斗冨塚　海斗 藤田　貢太藤田　貢太藤田　貢太藤田　貢太 21--15

(季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) (流山)(流山)(流山)(流山) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) 0 21--20

×17-21 ○21-17○21-17○21-17○21-17 ×8-21

○21-11 ○21-8○21-8○21-8○21-8 ×11-21 4--21

梅澤　賢信梅澤　賢信梅澤　賢信梅澤　賢信 鶴岡　和真鶴岡　和真鶴岡　和真鶴岡　和真     青山　脩青山　脩青山　脩青山　脩 鏡内　琢生鏡内　琢生鏡内　琢生鏡内　琢生 13--21 1

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (東部台)(東部台)(東部台)(東部台) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　

×16-21 ○21-16○21-16○21-16○21-16 ＤＥＦＤＥＦＤＥＦＤＥＦ ×10-21 2

○21-16 ○21-10○21-10○21-10○21-10 ×16-21

2
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AAAA BBBB CCCC DDDD

塚田　湧也塚田　湧也塚田　湧也塚田　湧也 篠崎　史弥篠崎　史弥篠崎　史弥篠崎　史弥 宮脇　勇真宮脇　勇真宮脇　勇真宮脇　勇真 清原　颯太清原　颯太清原　颯太清原　颯太

(季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 0

○21-9○21-9○21-9○21-9 ×9-21 ○21-7 ×10-21

○21-17○21-17○21-17○21-17 ○21-15 ×17-21 ×16-21

松元　　遼松元　　遼松元　　遼松元　　遼 豊田　凌太豊田　凌太豊田　凌太豊田　凌太 廣井　梓成廣井　梓成廣井　梓成廣井　梓成 松永　尚樹松永　尚樹松永　尚樹松永　尚樹 12--21 松元

(市川)(市川)(市川)(市川) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) 2 17--21

○21-5○21-5○21-5○21-5 ×5-21 ×8-21 ○21-8

○21-17○21-17○21-17○21-17 ○21-15 ×15-21 ×17-21 21--17

原田　竜也原田　竜也原田　竜也原田　竜也 糸谷　まなと糸谷　まなと糸谷　まなと糸谷　まなと 岡本　空都岡本　空都岡本　空都岡本　空都 樋口　岳樋口　岳樋口　岳樋口　岳 20--21 2

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) 21--18

○21-8○21-8○21-8○21-8 ×8-21 ×13-21 ○21-13 1

○21-8○21-8○21-8○21-8 ○21-15 ×15-21 ×8-21

AAAA BBBB CCCC DDDD

本間　宏明本間　宏明本間　宏明本間　宏明 中山　駿介中山　駿介中山　駿介中山　駿介 落合　竜雅落合　竜雅落合　竜雅落合　竜雅 安部　輝安部　輝安部　輝安部　輝

(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) (流山)(流山)(流山)(流山) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (流山)(流山)(流山)(流山) 2

ＤＥＦＤＥＦＤＥＦＤＥＦ ○21-13○21-13○21-13○21-13 ×13-21 ○21-15

○21-19○21-19○21-19○21-19 ×15-21 ×19-21

池田　将大池田　将大池田　将大池田　将大 内藤　翔希内藤　翔希内藤　翔希内藤　翔希 山田　尊紀山田　尊紀山田　尊紀山田　尊紀 20--21 中山

(流山)(流山)(流山)(流山) (市川)(市川)(市川)(市川) (大森)(大森)(大森)(大森) 1 21--20

○21-19○21-19○21-19○21-19 ＤＥＦＤＥＦＤＥＦＤＥＦ ×19-21 21--20

(○21-15) 17--21

中西　俊貴中西　俊貴中西　俊貴中西　俊貴 井上　雄貴井上　雄貴井上　雄貴井上　雄貴 木浦　弘哲木浦　弘哲木浦　弘哲木浦　弘哲 高野　春社高野　春社高野　春社高野　春社 21--20 1

(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (磯辺)(磯辺)(磯辺)(磯辺) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (流山)(流山)(流山)(流山) 20--21

○21-19○21-19○21-19○21-19 ×19-21 ×19-21 ○21-19 2

○21-9○21-9○21-9○21-9 ○21-19 ×19-21 ×9-21

(×15-21)

AAAA BBBB CCCC DDDD

中島　佑斗中島　佑斗中島　佑斗中島　佑斗 瀬能　大翔瀬能　大翔瀬能　大翔瀬能　大翔 松山　巧松山　巧松山　巧松山　巧 蓮見　昌平蓮見　昌平蓮見　昌平蓮見　昌平

(我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (川間)(川間)(川間)(川間) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (流山)(流山)(流山)(流山) 0

○21-4○21-4○21-4○21-4 ×4-21 ×16-21 ○21-16

○21-14○21-14○21-14○21-14 ×18-21 ○21-18 ×14-21 16--21 2

細谷　勇太細谷　勇太細谷　勇太細谷　勇太 室伏　紀弥室伏　紀弥室伏　紀弥室伏　紀弥 平井　杏二平井　杏二平井　杏二平井　杏二 17--21

(高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)

○21-8○21-8○21-8○21-8 ×8-21 ×18-21 2

○21-8○21-8○21-8○21-8 ○21-18 ×8-21 21--9 細谷

坂堂　竜太郎坂堂　竜太郎坂堂　竜太郎坂堂　竜太郎 西本　生樹西本　生樹西本　生樹西本　生樹 山川　圭吾山川　圭吾山川　圭吾山川　圭吾 西林　銀二郎西林　銀二郎西林　銀二郎西林　銀二郎 19--21

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) (市川)(市川)(市川)(市川) (流山)(流山)(流山)(流山) 1 21--19

○21-20○21-20○21-20○21-20 ×20-21 ○21-20 ×20-21

○21-12○21-12○21-12○21-12 ○21-16 ×12-21 ×16-21 21--19

沢田　健沢田　健沢田　健沢田　健 宮川　保宮川　保宮川　保宮川　保 岡田　遥音岡田　遥音岡田　遥音岡田　遥音 根本　倖希根本　倖希根本　倖希根本　倖希 20--21 1

(我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (大森)(大森)(大森)(大森) 19--21

○21-13 ×13-21 ○21-17○21-17○21-17○21-17 ×17-21 2

×19-21 ×13-21 ○21-19○21-19○21-19○21-19 ○21-13

3
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AAAA BBBB CCCC DDDD

中村　心音中村　心音中村　心音中村　心音 増田　芹増田　芹増田　芹増田　芹 中野　真里中野　真里中野　真里中野　真里

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) 0

○21-14○21-14○21-14○21-14 ×14-21 ×20-21

○21-19○21-19○21-19○21-19 ○21-20 ×19-21

橋本　栞奈橋本　栞奈橋本　栞奈橋本　栞奈 柴崎　愛花柴崎　愛花柴崎　愛花柴崎　愛花 砂川　温香砂川　温香砂川　温香砂川　温香 12--21 砂川

(三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (流山)(流山)(流山)(流山) 2 9--21

×9-21 ○21-9 ○21-16○21-16○21-16○21-16

×6-21 ×16-21 ○21-6○21-6○21-6○21-6 21--9

藤田　希瑠々　　藤田　希瑠々　　藤田　希瑠々　　藤田　希瑠々　　 上田　佳奈上田　佳奈上田　佳奈上田　佳奈 清原　彩月　　清原　彩月　　清原　彩月　　清原　彩月　　 21--9 2

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷)

×16-21 ○21-16○21-16○21-16○21-16 ×10-21 0

○21-20 ○21-10○21-10○21-10○21-10 ×20-21

AAAA BBBB CCCC DDDD

(×12-21)

岡本　萌奈末岡本　萌奈末岡本　萌奈末岡本　萌奈末 名取　恋音　名取　恋音　名取　恋音　名取　恋音　 丸　晴生丸　晴生丸　晴生丸　晴生 椎名　美月椎名　美月椎名　美月椎名　美月

(川間)(川間)(川間)(川間) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) 2

○21-14○21-14○21-14○21-14 ×14-21 ×13-21 ○21-13

○21-11○21-11○21-11○21-11 ○21-15 ×15-21 ×11-21

石毛　美羽石毛　美羽石毛　美羽石毛　美羽 栗原　理菜栗原　理菜栗原　理菜栗原　理菜 丹　琴音　丹　琴音　丹　琴音　丹　琴音　 2

(成田)(成田)(成田)(成田) (流山)(流山)(流山)(流山) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) 2

×18-21 ＤＥＦＤＥＦＤＥＦＤＥＦ ○21-18○21-18○21-18○21-18

(○21-12) 21--20

鬼沢　きき鬼沢　きき鬼沢　きき鬼沢　きき 佐々木　実花佐々木　実花佐々木　実花佐々木　実花 廣田　　惠　廣田　　惠　廣田　　惠　廣田　　惠　 園田　あやな園田　あやな園田　あやな園田　あやな 21--15 0

(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (東部台)(東部台)(東部台)(東部台) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) 17--21 岡本

○21-11 ×11-21 ○21-13○21-13○21-13○21-13 ×13-21 0 21--17

×15-21 ×19-21 ○21-15○21-15○21-15○21-15 ○21-19 21--17

渡辺　七海渡辺　七海渡辺　七海渡辺　七海 村上　優奈村上　優奈村上　優奈村上　優奈 古西　萌々夏古西　萌々夏古西　萌々夏古西　萌々夏 大口　瑚乃佳　大口　瑚乃佳　大口　瑚乃佳　大口　瑚乃佳　

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (成田)(成田)(成田)(成田) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) 0

×18-21 ○21-18 ○21-17○21-17○21-17○21-17

×13-21 ×17-21 ○21-13○21-13○21-13○21-13 9--21

大熊　優香大熊　優香大熊　優香大熊　優香 福田　紗良福田　紗良福田　紗良福田　紗良 箕浦　希実箕浦　希実箕浦　希実箕浦　希実 青山　芳乃青山　芳乃青山　芳乃青山　芳乃 10--21 1

(三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (市川)(市川)(市川)(市川) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代)

○21-16○21-16○21-16○21-16 ×10-21 ○21-14 ×14-21 2

○21-7○21-7○21-7○21-7 ○21-11 ×7-21 ×11-21

4
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AAAA BBBB CCCC DDDD

杉山　　凜杉山　　凜杉山　　凜杉山　　凜 志村　帆望志村　帆望志村　帆望志村　帆望 高島　亜果音高島　亜果音高島　亜果音高島　亜果音 沼井　七海沼井　七海沼井　七海沼井　七海

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (流山)(流山)(流山)(流山) 2

○21-3○21-3○21-3○21-3 ×3-21 ×17-21 ○21-17

○21-3○21-3○21-3○21-3 ○21-10 ×10-21 ×3-21 21--13

猪口　那奈猪口　那奈猪口　那奈猪口　那奈 平田　梨央平田　梨央平田　梨央平田　梨央 遠藤　美々遠藤　美々遠藤　美々遠藤　美々 冨田　梨末冨田　梨末冨田　梨末冨田　梨末 17--21 0

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (大森)(大森)(大森)(大森) 1 21--17

○21-6 ×6-21 ×1-21 ○21-1○21-1○21-1○21-1

×7-21 ○21-13 ×13-21 ○21-7○21-7○21-7○21-7 21--19

藤田　凜々子　藤田　凜々子　藤田　凜々子　藤田　凜々子　 川村　水姫川村　水姫川村　水姫川村　水姫 黒須　愛唯黒須　愛唯黒須　愛唯黒須　愛唯 飛川　　遥飛川　　遥飛川　　遥飛川　　遥 13--21 1

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名) (流山)(流山)(流山)(流山) (川間)(川間)(川間)(川間) 20--21

○21-7 ×7-21 ×3-21 ○21-3○21-3○21-3○21-3 2

×13-21 ○21-20 ×20-21 ○21-13○21-13○21-13○21-13 15--21 倉島

胡桃　良菜胡桃　良菜胡桃　良菜胡桃　良菜 鈴木　莉香鈴木　莉香鈴木　莉香鈴木　莉香 名取　恋葉名取　恋葉名取　恋葉名取　恋葉 14--21

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (流山)(流山)(流山)(流山) (高洲)　(高洲)　(高洲)　(高洲)　 2

○21-15○21-15○21-15○21-15 ×15-21 ×7-21

○21-3○21-3○21-3○21-3 ○21-7 ×3-21 21--14 0

鈴木　望美鈴木　望美鈴木　望美鈴木　望美 永井　梓月永井　梓月永井　梓月永井　梓月 樋口　こころ　樋口　こころ　樋口　こころ　樋口　こころ　 21--15

(川間)(川間)(川間)(川間) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)

○21-7○21-7○21-7○21-7 ×7-21 ○21-12 0

○21-4○21-4○21-4○21-4 ×12-21 ×4-21 11--21

飯田　暖菜飯田　暖菜飯田　暖菜飯田　暖菜 鈴木　琴子　鈴木　琴子　鈴木　琴子　鈴木　琴子　 鶴賀谷　芙佳鶴賀谷　芙佳鶴賀谷　芙佳鶴賀谷　芙佳 8--21 1

(高洲)　(高洲)　(高洲)　(高洲)　 (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) 0

○21-17○21-17○21-17○21-17 ×17-21 ×7-21

○21-11○21-11○21-11○21-11 ○21-7 ×11-21 13--21

倉島　美咲倉島　美咲倉島　美咲倉島　美咲 小林　睦望 大場　優奈 中野　円佳 6--21 2

(三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (大森) (我孫子) (鎌ヶ谷)

○21-3○21-3○21-3○21-3 ×3-21 ×8-21 ○21-8 2

○21-10○21-10○21-10○21-10 ×13-21 ○21-13 ×10-21

AAAA BBBB CCCC DDDD

佐藤　陽菜佐藤　陽菜佐藤　陽菜佐藤　陽菜 伊藤　楓歩伊藤　楓歩伊藤　楓歩伊藤　楓歩 高田　夢乃高田　夢乃高田　夢乃高田　夢乃 渡邊　沙代渡邊　沙代渡邊　沙代渡邊　沙代

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) 2

○21-10○21-10○21-10○21-10 ×10-21 ○21-10 ×10-21

○21-14○21-14○21-14○21-14 ○21-11 ×14-21 ×11-21

高橋　つかさ高橋　つかさ高橋　つかさ高橋　つかさ 本吉　実穂本吉　実穂本吉　実穂本吉　実穂 木村　羽未木村　羽未木村　羽未木村　羽未 内藤　楽弥内藤　楽弥内藤　楽弥内藤　楽弥 21--18 1

(流山)(流山)(流山)(流山) (東部台)(東部台)(東部台)(東部台) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代) 1 21--20

×18-21 ○21-18 ○21-18○21-18○21-18○21-18 ×18-21

○21-17 ×14-21 ○21-14○21-14○21-14○21-14 ×17-21 20--21

三橋　陽香三橋　陽香三橋　陽香三橋　陽香 椙山　凜奈椙山　凜奈椙山　凜奈椙山　凜奈 古市　沙樹古市　沙樹古市　沙樹古市　沙樹 田中　千春田中　千春田中　千春田中　千春 21--17 0

(すりーせぶん)(すりーせぶん)(すりーせぶん)(すりーせぶん) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) 18--21

○21-10○21-10○21-10○21-10 ×10-21 ×14-21 ○21-14 2

○21-12○21-12○21-12○21-12 ○21-19 ×19-21 ×12-21 19--21 塩崎

中村　璃奈中村　璃奈中村　璃奈中村　璃奈 嵯峨　紬希嵯峨　紬希嵯峨　紬希嵯峨　紬希 富樫　成実富樫　成実富樫　成実富樫　成実 岡崎　美成岡崎　美成岡崎　美成岡崎　美成 21--20

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (高洲)　(高洲)　(高洲)　(高洲)　 2 19--21

○21-10○21-10○21-10○21-10 ×10-21 ○21-15 ×15-21

○21-17○21-17○21-17○21-17 ○21-13 ×17-21 ×13-21 21--18 1

斉藤　渉美斉藤　渉美斉藤　渉美斉藤　渉美 倉持　咲希倉持　咲希倉持　咲希倉持　咲希 安藤　加奈安藤　加奈安藤　加奈安藤　加奈 西岡　彩華西岡　彩華西岡　彩華西岡　彩華 19--21

(市川)(市川)(市川)(市川) (流山)(流山)(流山)(流山) (東部台)(東部台)(東部台)(東部台) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代) 21--18

○21-11○21-11○21-11○21-11 ×11-21 ○21-13 ×13-21 1 21--20

○21-15○21-15○21-15○21-15 ×20-21 ×15-21 ○21-20 20--21 2

塩崎　あかり塩崎　あかり塩崎　あかり塩崎　あかり 志村　優帆志村　優帆志村　優帆志村　優帆 田中　晴菜田中　晴菜田中　晴菜田中　晴菜 溝口　ゐぶき溝口　ゐぶき溝口　ゐぶき溝口　ゐぶき 18--21

(大森)(大森)(大森)(大森) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)

○21-13○21-13○21-13○21-13 ×13-21 ○21-10 ×10-21 2

○21-14○21-14○21-14○21-14 ○21-15 ×14-21 ×15-21
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AAAA BBBB CCCC DDDD

栗原　琉夏栗原　琉夏栗原　琉夏栗原　琉夏 岩井　瑞歩岩井　瑞歩岩井　瑞歩岩井　瑞歩 伊東　里紗伊東　里紗伊東　里紗伊東　里紗 佐藤　くるみ佐藤　くるみ佐藤　くるみ佐藤　くるみ

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (大森)(大森)(大森)(大森) (三郷)(三郷)(三郷)(三郷) 2

○21-6 ＤＥＦＤＥＦＤＥＦＤＥＦ ×6-21 ○21-9○21-9○21-9○21-9

×16-21 ×9-21 ○21-16○21-16○21-16○21-16

石川　穂乃香石川　穂乃香石川　穂乃香石川　穂乃香 大木　晴香大木　晴香大木　晴香大木　晴香 菅野　季々菅野　季々菅野　季々菅野　季々 21--15 2

(三郷)(三郷)(三郷)(三郷) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) 0 21--15

○21-9○21-9○21-9○21-9 ×9-21×9-21×9-21×9-21 ○21-7○21-7○21-7○21-7

×18-21 ×7-21 ○21-18○21-18○21-18○21-18 17--21

宮内　湖音宮内　湖音宮内　湖音宮内　湖音 加藤　　響加藤　　響加藤　　響加藤　　響 小川　美咲小川　美咲小川　美咲小川　美咲 15--21 0

(季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)

×15-21 ○21-15○21-15○21-15○21-15 ×9-21 2 21--9 佐藤

○21-10 ○21-9○21-9○21-9○21-9 ×10-21 21--12

岡田　秦海岡田　秦海岡田　秦海岡田　秦海 櫻井　彬乃櫻井　彬乃櫻井　彬乃櫻井　彬乃 斎郷　遥南斎郷　遥南斎郷　遥南斎郷　遥南

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) 1

×7-21 ○21-7○21-7○21-7○21-7 ×14-21

×15-21 ○21-14○21-14○21-14○21-14 ○21-15 21--18

杉山　愛結杉山　愛結杉山　愛結杉山　愛結 糸谷　あかり糸谷　あかり糸谷　あかり糸谷　あかり 花光　笑里花光　笑里花光　笑里花光　笑里 上野　桃花上野　桃花上野　桃花上野　桃花 16--21 0

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (川間)(川間)(川間)(川間) 17--21

○21-13○21-13○21-13○21-13 ×13-21 ×15-21 ○21-15 2

○21-13○21-13○21-13○21-13 ○21-12 ×12-21 ×13-21

AAAA BBBB CCCC DDDD

志賀　葵衣志賀　葵衣志賀　葵衣志賀　葵衣 松本　侑奈松本　侑奈松本　侑奈松本　侑奈 倉島　明日香倉島　明日香倉島　明日香倉島　明日香 原田　早有梨原田　早有梨原田　早有梨原田　早有梨

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (スマイル)(スマイル)(スマイル)(スマイル) 1

○21-13○21-13○21-13○21-13 ×13-21 ＤＥＦＤＥＦＤＥＦＤＥＦ ○21-13

○21-8○21-8○21-8○21-8 ×13-21 ×8-21 21--14 0

山田　乃海山田　乃海山田　乃海山田　乃海 川辺　彩乃川辺　彩乃川辺　彩乃川辺　彩乃 岩井　梨花岩井　梨花岩井　梨花岩井　梨花 堀切　美歩堀切　美歩堀切　美歩堀切　美歩 18--21

(川間)(川間)(川間)(川間) (大森)(大森)(大森)(大森) (個人)(個人)(個人)(個人) (流山)(流山)(流山)(流山) 18--21

×10-21 ○21-10 ×20-21 ○21-20○21-20○21-20○21-20 2

×16-21 ×10-21 ○21-16 ○21-10○21-10○21-10○21-10 18--21 1

森　風歌森　風歌森　風歌森　風歌 永山　瑞季永山　瑞季永山　瑞季永山　瑞季 新留　夏葵新留　夏葵新留　夏葵新留　夏葵 古市　愛海古市　愛海古市　愛海古市　愛海 12--21

(市川)(市川)(市川)(市川) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) 0

○21-20 ×20-21 ×16-21 ○21-16○21-16○21-16○21-16

×15-21 ○21-10 ×10-21 ○21-15○21-15○21-15○21-15 14--21

立原　美羽立原　美羽立原　美羽立原　美羽 野口　千夏野口　千夏野口　千夏野口　千夏 鈴木　裕香鈴木　裕香鈴木　裕香鈴木　裕香 寺内　光寺内　光寺内　光寺内　光 12--21 2

(流山)(流山)(流山)(流山) (大森)(大森)(大森)(大森) (α(α(α(α岩名)岩名)岩名)岩名) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲)

×18-21 ○21-18○21-18○21-18○21-18 ×8-21 ○21-8 2

○21-9 ○21-14○21-14○21-14○21-14 ×9-21 ×14-21 20--21 佐々木

箕浦　汐織箕浦　汐織箕浦　汐織箕浦　汐織 松本　未悠松本　未悠松本　未悠松本　未悠 佐々木　優佐々木　優佐々木　優佐々木　優 井出　汐香井出　汐香井出　汐香井出　汐香 21--17

(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (大森)(大森)(大森)(大森) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) 2 18--21

×17-21 ○21-17 ○21-8○21-8○21-8○21-8 ×8-21

○21-8 ×19-21 ○21-19○21-19○21-19○21-19 ×8-21 21--20 2

田中　梨愛田中　梨愛田中　梨愛田中　梨愛 大八木　桜莉大八木　桜莉大八木　桜莉大八木　桜莉 安藤　樹里安藤　樹里安藤　樹里安藤　樹里 寺田　智香寺田　智香寺田　智香寺田　智香 17--21

(流山)(流山)(流山)(流山) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (市川)(市川)(市川)(市川) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 21--18

×14-21 ○21-14○21-14○21-14○21-14 ○21-16 ×16-21 1

○21-13 ○21-9○21-9○21-9○21-9 ×9-21 ×13-21 21--13

園田　菜摘園田　菜摘園田　菜摘園田　菜摘 組山　花乃組山　花乃組山　花乃組山　花乃 冨田　芽那冨田　芽那冨田　芽那冨田　芽那 海老原　朱音海老原　朱音海老原　朱音海老原　朱音 21--11 2

(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (大森)(大森)(大森)(大森) (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) 2

×15-21 ○21-15 ○21-15○21-15○21-15○21-15 ×15-21

×19-21 ×10-21 ○21-10○21-10○21-10○21-10 ○21-19 21--14

武田　菜那武田　菜那武田　菜那武田　菜那 白川　莉央白川　莉央白川　莉央白川　莉央 生出　愛梨沙生出　愛梨沙生出　愛梨沙生出　愛梨沙 吉田　汐里吉田　汐里吉田　汐里吉田　汐里 21--19 0

(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) (大森)(大森)(大森)(大森) (ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木)(ｼｬﾄﾙ桜木) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)

×16-21 ○21-16○21-16○21-16○21-16 ○21-14 ×14-21 0

○21-16 ○21-12○21-12○21-12○21-12 ×12-21 ×16-21
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AAAA BBBB CCCC DDDD

栗原　あかり栗原　あかり栗原　あかり栗原　あかり 中山　知都香中山　知都香中山　知都香中山　知都香 佐々木　亜優佐々木　亜優佐々木　亜優佐々木　亜優 溝口　睦乃溝口　睦乃溝口　睦乃溝口　睦乃

(野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (東部台)(東部台)(東部台)(東部台) (流山)(流山)(流山)(流山) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) 2

○21-1○21-1○21-1○21-1 ×1-21 ×19-21 ○21-19

○21-7○21-7○21-7○21-7 ○21-10 ×10-21 ×7-21

大澤　千鶴大澤　千鶴大澤　千鶴大澤　千鶴 西野　あみ西野　あみ西野　あみ西野　あみ 横山　紗弥横山　紗弥横山　紗弥横山　紗弥 猪口　美月猪口　美月猪口　美月猪口　美月 21--15 2

(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) 0 21--15

○21-17○21-17○21-17○21-17 ×17-21 ○21-11 ×11-21

○21-14○21-14○21-14○21-14 ○21-9 ×14-21 ×9-21 16--21

杉山　未来杉山　未来杉山　未来杉山　未来 広田　彩奈広田　彩奈広田　彩奈広田　彩奈 岩瀬　由美岩瀬　由美岩瀬　由美岩瀬　由美 伊藤　美華伊藤　美華伊藤　美華伊藤　美華 16--21 0

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (大森)(大森)(大森)(大森) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)

○21-2○21-2○21-2○21-2 ×2-21 ○21-2 ×2-21 2

○21-12○21-12○21-12○21-12 ○21-9 ×12-21 ×9-21 21--15 栗原

石井　杏奈石井　杏奈石井　杏奈石井　杏奈 山田　美羽山田　美羽山田　美羽山田　美羽 福田　三冬福田　三冬福田　三冬福田　三冬 21--14

(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (八千代)(八千代)(八千代)(八千代) 2

○21-10○21-10○21-10○21-10 ×10-21 ×16-21

○21-14○21-14○21-14○21-14 ○21-16 ×14-21 21--11 0

小谷　加音小谷　加音小谷　加音小谷　加音 鈴木　愛乃鈴木　愛乃鈴木　愛乃鈴木　愛乃 川野　梨々華川野　梨々華川野　梨々華川野　梨々華 21--14

(高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)

○21-15 ×15-21 ○21-13○21-13○21-13○21-13 0

×9-21 ×13-21 ○21-9○21-9○21-9○21-9 10--21

井上　裕心井上　裕心井上　裕心井上　裕心 渡邊　　楓渡邊　　楓渡邊　　楓渡邊　　楓 久古　日葵久古　日葵久古　日葵久古　日葵 16--21 0

(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (流山)(流山)(流山)(流山) 1

○21-5○21-5○21-5○21-5 ×5-21 ○21-8

○21-5○21-5○21-5○21-5 ×8-21 ×5-21 21--14

大高　舞衣大高　舞衣大高　舞衣大高　舞衣 相葉　満友相葉　満友相葉　満友相葉　満友 山崎　美花山崎　美花山崎　美花山崎　美花 青木　歩花青木　歩花青木　歩花青木　歩花 13--21 2

(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実)(松戸六実) (大森)(大森)(大森)(大森) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) 19--21

○21-10○21-10○21-10○21-10 ×10-21 ○21-1 ×1-21 2

○21-14○21-14○21-14○21-14 ○21-2 ×14-21 ×2-21

AAAA BBBB CCCC DDDD

内田　葵衣内田　葵衣内田　葵衣内田　葵衣 今村　涼美今村　涼美今村　涼美今村　涼美 田野　由佳子田野　由佳子田野　由佳子田野　由佳子 市村　梨胡市村　梨胡市村　梨胡市村　梨胡

(大森)(大森)(大森)(大森) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (東部台)(東部台)(東部台)(東部台) (栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) 2

○21-12○21-12○21-12○21-12 ×12-21 ○21-7 ×7-21

○21-18○21-18○21-18○21-18 ○21-16 ×18-21 ×16-21

遠藤　美夏遠藤　美夏遠藤　美夏遠藤　美夏 成嶋　七海成嶋　七海成嶋　七海成嶋　七海 相原　花音相原　花音相原　花音相原　花音 19--21 0

(三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 (我孫子)(我孫子)(我孫子)(我孫子) (栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) 2 21--16

×12-21 ○21-12○21-12○21-12○21-12 ×9-21 21--19

○21-12 ○21-9○21-9○21-9○21-9 ×12-21 21--16

木幡　萌香木幡　萌香木幡　萌香木幡　萌香 曽我部　菜穂曽我部　菜穂曽我部　菜穂曽我部　菜穂 須藤　渚須藤　渚須藤　渚須藤　渚 21--19 1

(高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (季美の森)(季美の森)(季美の森)(季美の森) (流山)(流山)(流山)(流山) 11--21 高橋

○21-12 ＤＥＦＤＥＦＤＥＦＤＥＦ ×11-21 0 18--21

(×10-21)

高橋　ほのか高橋　ほのか高橋　ほのか高橋　ほのか 井関　真子井関　真子井関　真子井関　真子 末永　優菜末永　優菜末永　優菜末永　優菜 園田　　栞園田　　栞園田　　栞園田　　栞

(大森)(大森)(大森)(大森) (MAMEX)(MAMEX)(MAMEX)(MAMEX) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (スマイル)(スマイル)(スマイル)(スマイル) 2

○21-8○21-8○21-8○21-8 ×8-21 ×10-21 ○21-10

○21-10○21-10○21-10○21-10 ○21-17 ×17-21 ×10-21 21--8

塩田　桃子塩田　桃子塩田　桃子塩田　桃子 酒井　真里音酒井　真里音酒井　真里音酒井　真里音 野口　　栞野口　　栞野口　　栞野口　　栞 吉田　深杜吉田　深杜吉田　深杜吉田　深杜 21--10 2

(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢)(栗ヶ沢) (流山)(流山)(流山)(流山) (鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷)(鎌ヶ谷) (高洲)(高洲)(高洲)(高洲)

○21-18 ×18-21 ×17-21 ○21-17○21-17○21-17○21-17 0

×19-21 ○21-18 ×18-21 ○21-19○21-19○21-19○21-19
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砂川　真穂砂川　真穂砂川　真穂砂川　真穂 渡邊　悠香渡邊　悠香渡邊　悠香渡邊　悠香 宇田川　紗英宇田川　紗英宇田川　紗英宇田川　紗英 大木　彩香大木　彩香大木　彩香大木　彩香

(流山)(流山)(流山)(流山) (ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ)(ハルトノ) (市川)(市川)(市川)(市川) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) 2

○21-5○21-5○21-5○21-5 ×15-21 ○21-12 ×12-21

○21-7○21-7○21-7○21-7 ○21-11 ×7-21 ×11-21

徳原　佐紀徳原　佐紀徳原　佐紀徳原　佐紀 冨塚　　蘭冨塚　　蘭冨塚　　蘭冨塚　　蘭 久我　千夏久我　千夏久我　千夏久我　千夏 21--16 2

(高洲)(高洲)(高洲)(高洲) (流山)(流山)(流山)(流山) (東部台)(東部台)(東部台)(東部台) 0 21--13

×14-21 ○21-14○21-14○21-14○21-14 ×16-21

×16-21 ○21-16○21-16○21-16○21-16 ○21-16 15--21

篠田　涼楓篠田　涼楓篠田　涼楓篠田　涼楓 井上　さくら井上　さくら井上　さくら井上　さくら 千ヶ崎　怜菜千ヶ崎　怜菜千ヶ崎　怜菜千ヶ崎　怜菜 18--21 0

(東部台)(東部台)(東部台)(東部台) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (三郷)　(三郷)　(三郷)　(三郷)　 21--13 砂川

○21-14 ×14-21 ○21-12○21-12○21-12○21-12 2 21--17

×9-21 ×12-21 ○21-9○21-9○21-9○21-9

萩原　萌萩原　萌萩原　萌萩原　萌 長谷川　萌音長谷川　萌音長谷川　萌音長谷川　萌音 井口　果保井口　果保井口　果保井口　果保

(市川)(市川)(市川)(市川) (シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (東部台)(東部台)(東部台)(東部台) 0

○21-12○21-12○21-12○21-12 ×12-21 ○21-7

○21-14○21-14○21-14○21-14 ×7-21 ×14-21 11--21

石子　愛石子　愛石子　愛石子　愛 石尾　柴乃石尾　柴乃石尾　柴乃石尾　柴乃 戸辺　友希乃戸辺　友希乃戸辺　友希乃戸辺　友希乃 須永　藍里須永　藍里須永　藍里須永　藍里 8--21 0

(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木)(シャトル桜木) (流山)(流山)(流山)(流山) (野田中根)(野田中根)(野田中根)(野田中根) (大森)(大森)(大森)(大森)

○21-14 ×14-21 ×13-21 ○21-13○21-13○21-13○21-13 2

×19-21 ×16-21 ○21-16 ○21-19○21-19○21-19○21-19
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