
競技名 クラス 順位 競技番号 氏名 教室名 合計

金賞 6 椎井 理恩 緑が丘 915
銀賞 7 丸山 想太 緑が丘 660
銀賞 8 清水 晴道 緑が丘 615
銀賞 10 小林 梨愛 緑が丘 600
銅賞 9 相川 美緒 緑が丘 535
銅賞 4 油橋 航貴 佐倉志津 530
銅賞 5 藤本 真慧 佐倉志津 430
銅賞 2 坂原 佑依 ゆりのき台 365
銅賞 3 尾林 栞 佐倉志津 355
銅賞 1 中川 幸翼 ゆりのき台 330
金賞 109 池田 壮吾 佐倉中央 815
銀賞 108 平澤 智規 佐倉志津 760
銀賞 107 菊地 雅也 佐倉志津 685
銀賞 114 武田 莉奈 緑が丘 680
銀賞 105 川村 美遥 佐倉志津 675
銅賞 102 清水 桃花 ゆりのき台 670
銅賞 110 東野　さくら 船橋塚田 655
銅賞 111 堀端　佑太 船橋塚田 610
銅賞 113 長坂 悠生 北習志野 605
銅賞 106 阿部 仁香 佐倉志津 600
銅賞 103 北島 綾夏 佐倉志津 590
銅賞 112 林　百々果 船橋塚田 570
銅賞 104 高橋 菜津美 佐倉志津 560
銅賞 101 竹井 海香 ゆりのき台 540
金賞 205 奥山 煌生 佐倉志津 730
銀賞 213 岩渕 光希 緑が丘 665
銀賞 204 荒井 佑香 佐倉志津 620
銀賞 214 鎌原 菜由 緑が丘 620
銀賞 203 佐藤 瑞希 佐倉志津 600
銅賞 201 尾形 美結 ゆりのき台 600
銅賞 206 上田 麻結 佐倉中央 580
銅賞 208 稲葉　千晴 船橋塚田 540
銅賞 211 工藤　壮真 船橋塚田 525
銅賞 209 髙久　浩輝 船橋塚田 520
銅賞 210 岩本　陽向大 船橋塚田 505
銅賞 207 宮嵜　晴 船橋塚田 500
銅賞 212 津久井　慧 船橋塚田 490
銅賞 215 平山 芽依 緑が丘 470
銅賞 202 杉山 志穂 ゆりのき台 450

個人総合競技

段位クラス

１級クラス

２級クラス



競技名 クラス 順位 競技番号 氏名 教室名 合計

金賞 307 高橋　道克 船橋塚田 685
銀賞 308 山口 水葵 緑が丘 680
銀賞 309 浜崎 莉緒 緑が丘 585
銅賞 302 古山 千宏路 ゆりのき台 585
銅賞 303 奥山 友翔 佐倉志津 510
銅賞 306 荒井　一斗 船橋塚田 480
銅賞 301 竹井 優海 ゆりのき台 430
銅賞 304 平林 想祐 佐倉中央 415
銅賞 305 古田　礼治 船橋塚田 390
金賞 407 菊田 順平 緑が丘 515
銀賞 402 朝倉 結菜 佐倉中央 490
銀賞 404 蒲生 悠人 佐倉中央 425
銅賞 403 高橋 二瑚 佐倉中央 415
銅賞 401 福元 啓太 ゆりのき台 400
銅賞 406 與那嶺 瑠南 北習志野 370
銅賞 405 津久井　悠 船橋塚田 345
金賞 504 北澤 芽依 北習志野 415
銀賞 502 清宮 里緒 佐倉中央 400
銀賞 507 佐久間 奏多 緑が丘 375
銅賞 506 武田 明莉 緑が丘 375
銅賞 503 北村　駿太 船橋塚田 340
銅賞 501 油橋 律貴 佐倉志津 315
銅賞 505 縄 咲希 北習志野 240
金賞 605 上田 里海 佐倉中央 295
銀賞 603 秋山 悠大 佐倉志津 285
銀賞 607 松本 夏希 緑が丘 260
銅賞 601 尾形 勇翔 ゆりのき台 255
銅賞 606 中田 百音 佐倉中央 255
銅賞 602 秋山 直輝 佐倉志津 245
銅賞 604 平澤 心美 佐倉志津 220
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