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※全員が１本目を登り終わってから、順序を変えて２本目を登ります。

※最終的な競技順は大会当日に発表するものとします。
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女子第１ルート

競技順 ゼッケン 部門 氏     名 フリガナ 学校名 学年

1 赤1 高校 川井　陽香 かわい　はるか 東海大学付属浦安高等学校 1

2 赤2 高校 園部　　美晴 そのべ　みはる 千葉県立千葉東高等学校 1

3 赤3 高校 末武　真咲 すえたけ　まさき 千葉県立幕張総合高等学校 1

4 赤4 小中 菊沢　紗 きくさわ　すず 流山市立南流山中学校 中１

5 赤5 高校 相田　沙耶伽 あいだ　さやか 千葉県立千城台高等学校 2

6 赤6 小中 二宮　凛 にのみや　りん 千葉市立白井中学校 中１

7 赤7 小中 高橋　奈那羽 たかはし　ななは 千葉市立美浜打瀬小学校 小６

8 赤8 高校 小野塚　詠巳 おのづか　えみ 千葉県立長生高等学校 2

9 赤9 高校 大澤　菜々子 おおさわ　ななこ 千葉県立千城台高等学校 2

10 赤10 高校 伊藤　友薫 いとう　ともか 千葉県立長生高等学校 2

11 赤11 高校 佐々木　杏里 ささき　あんり 千葉県立千葉北高校 2

12 赤12 高校 井上　あかね いのうえ　あかね 東海大学付属浦安高等学校 2

13 赤13 高校 服部　実由 はっとり　みゆ 東海大学付属浦安高等学校 1

14 赤14 高校 舩越　絢子 ふなこし　あやこ 千葉県立千葉北高校 2

15 赤15 高校 八木　萌香 やぎ　もえか 千葉県立千城台高等学校 2

16 赤16 高校 坂田　朝花 さかた　あさか 千葉県立幕張総合高等学校 2

17 赤17 高校 栗田　優希 くりた　ゆき 千葉県立幕張総合高等学校 1

18 赤18 高校 村田　遙夏 むらた　はるか 千葉県立長生高等学校 1

19 赤19 高校 佐藤　安優美 さとう　あゆみ 千葉県立長生高等学校 2

20 赤20 高校 北條　菜那 ほうじょう　なな 千葉県立千城台高等学校 2

21 赤21 高校 菊沢　絢 きくさわ　あや 千葉県立幕張総合高等学校 1

22 赤22 高校 稲毛　安央葉 いなげ　あおば 千葉県立千葉北高校 2

23 赤23 高校 武藤　彩花 むとう　さやか 千葉県立長生高等学校 1

24 赤24 小中 垣内　瑞希 かいと　みずき 市川市立福栄中学校 中２

25 赤25 高校 花島　萌 はなしま　もえ 千葉県立千城台高等学校 1

26 赤26 高校 高野　舞 たかの　まい 千葉県立千城台高等学校 2

27 赤27 高校 高嶋　優衣 たかしま　あや 千葉県立幕張総合高等学校 2

28 赤28 小中 水谷　楓 みずたに　かえで 市川市立平田小学校 小５

29 赤29 高校 伊藤　舞 いとう　まい 千葉県立千葉北高校 2

30 赤30 小中 田所　海 たどころ　うみ 浦安市立堀江中学校 中２

31 赤31 高校 黒木　美羽 むろき　みう 千葉県立幕張総合高等学校 1

32 赤32 高校 吉川　円佳 よしかわ　まどか 千葉県立幕張総合高等学校 1

33 赤33 高校 寶利　芽衣 ほうり　めい 千葉県立千葉北高校 2

34 赤34 高校 島田　瑠奈 しまだ　るな 東海大学付属浦安高等学校 1

35 赤35 高校 清水　夏子 しみず　なつこ 千葉県立千葉東高等学校 1

36 赤36 高校 君和田　理子 きみわだ　りこ 千葉県立千葉北高校 2

37 赤37 高校 橋村　夏美 はしむら　なつみ 千葉県立長生高等学校 2

38 赤38 高校 鈴木　由真 すずき　ゆま 千葉県立長生高等学校 2

39 赤39 高校 谷本　遙菜 たにもと　はるな 千葉県立千城台高等学校 2

40 赤40 高校 樋浦　恵 ひうら　めぐみ 千葉県立長生高等学校 1

41 赤41 高校 二階堂　紗月 にかいどう　さつき千葉県立幕張総合高等学校 2

42 赤42 高校 山中　藍 やまなか　あい 千葉県立千葉北高校 1

43 赤43 高校 福士　芽生 ふくし　めい 千葉県立千城台高等学校 2

44 赤44 高校 城下　祐里 しろした　ゆうり 東海大学付属浦安高等学校 1

45 赤45 高校 番場　香月 ばんば　かつき 千葉県立松戸馬橋高等学校 2

46 赤46 高校 植草　美菜 うえくさ　みな 千葉県立幕張総合高等学校 1

47 赤47 高校 杉原　夏鈴 すぎはら　かりん 千葉商科大学付属高等学校 2
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競技順 ゼッケン 部門 氏     名 フリガナ 学校名 学年

1 赤24 小中 垣内　瑞希 かいと　みずき 市川市立福栄中学校 中２

2 赤25 高校 花島　萌 はなしま　もえ 千葉県立千城台高等学校 1

3 赤26 高校 高野　舞 たかの　まい 千葉県立千城台高等学校 2

4 赤27 高校 高嶋　優衣 たかしま　あや 千葉県立幕張総合高等学校 2

5 赤28 小中 水谷　楓 みずたに　かえで 市川市立平田小学校 小５

6 赤29 高校 伊藤　舞 いとう　まい 千葉県立千葉北高校 2

7 赤30 小中 田所　海 たどころ　うみ 浦安市立堀江中学校 中２

8 赤31 高校 黒木　美羽 むろき　みう 千葉県立幕張総合高等学校 1

9 赤32 高校 吉川　円佳 よしかわ　まどか 千葉県立幕張総合高等学校 1

10 赤33 高校 寶利　芽衣 ほうり　めい 千葉県立千葉北高校 2

11 赤34 高校 島田　瑠奈 しまだ　るな 東海大学付属浦安高等学校 1

12 赤35 高校 清水　夏子 しみず　なつこ 千葉県立千葉東高等学校 1

13 赤36 高校 君和田　理子 きみわだ　りこ 千葉県立千葉北高校 2

14 赤37 高校 橋村　夏美 はしむら　なつみ 千葉県立長生高等学校 2

15 赤38 高校 鈴木　由真 すずき　ゆま 千葉県立長生高等学校 2

16 赤39 高校 谷本　遙菜 たにもと　はるな 千葉県立千城台高等学校 2

17 赤40 高校 樋浦　恵 ひうら　めぐみ 千葉県立長生高等学校 1

18 赤41 高校 二階堂　紗月 にかいどう　さつき千葉県立幕張総合高等学校 2

19 赤42 高校 山中　藍 やまなか　あい 千葉県立千葉北高校 1

20 赤43 高校 福士　芽生 ふくし　めい 千葉県立千城台高等学校 2

21 赤44 高校 城下　祐里 しろした　ゆうり 東海大学付属浦安高等学校 1

22 赤45 高校 番場　香月 ばんば　かつき 千葉県立松戸馬橋高等学校 2

23 赤46 高校 植草　美菜 うえくさ　みな 千葉県立幕張総合高等学校 1

24 赤47 高校 杉原　夏鈴 すぎはら　かりん 千葉商科大学付属高等学校 2

25 赤1 高校 川井　陽香 かわい　はるか 東海大学付属浦安高等学校 1

26 赤2 高校 園部　　美晴 そのべ　みはる 千葉県立千葉東高等学校 1

27 赤3 高校 末武　真咲 すえたけ　まさき 千葉県立幕張総合高等学校 1

28 赤4 小中 菊沢　紗 きくさわ　すず 流山市立南流山中学校 中１

29 赤5 高校 相田　沙耶伽 あいだ　さやか 千葉県立千城台高等学校 2

30 赤6 小中 二宮　凛 にのみや　りん 千葉市立白井中学校 中１

31 赤7 小中 高橋　奈那羽 たかはし　ななは 千葉市立美浜打瀬小学校 小６

32 赤8 高校 小野塚　詠巳 おのづか　えみ 千葉県立長生高等学校 2

33 赤9 高校 大澤　菜々子 おおさわ　ななこ 千葉県立千城台高等学校 2

34 赤10 高校 伊藤　友薫 いとう　ともか 千葉県立長生高等学校 2

35 赤11 高校 佐々木　杏里 ささき　あんり 千葉県立千葉北高校 2

36 赤12 高校 井上　あかね いのうえ　あかね 東海大学付属浦安高等学校 2

37 赤13 高校 服部　実由 はっとり　みゆ 東海大学付属浦安高等学校 1

38 赤14 高校 舩越　絢子 ふなこし　あやこ 千葉県立千葉北高校 2

39 赤15 高校 八木　萌香 やぎ　もえか 千葉県立千城台高等学校 2

40 赤16 高校 坂田　朝花 さかた　あさか 千葉県立幕張総合高等学校 2

41 赤17 高校 栗田　優希 くりた　ゆき 千葉県立幕張総合高等学校 1

42 赤18 高校 村田　遙夏 むらた　はるか 千葉県立長生高等学校 1

43 赤19 高校 佐藤　安優美 さとう　あゆみ 千葉県立長生高等学校 2

44 赤20 高校 北條　菜那 ほうじょう　なな 千葉県立千城台高等学校 2

45 赤21 高校 菊沢　絢 きくさわ　あや 千葉県立幕張総合高等学校 1

46 赤22 高校 稲毛　安央葉 いなげ　あおば 千葉県立千葉北高校 2

47 赤23 高校 武藤　彩花 むとう　さやか 千葉県立長生高等学校 1


