
ボードレース女子
16名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム名
ボード
レース

503 山本 めばえ ヤマモト メバエ 海鹿島 1

507 佐野 七美 サノ ナナミ 銚子 1

514 高部 朱里 タカベ シュリ 蓮沼 1

517 若林 明穂 ワカバヤシ アキホ 小松 1

523 田之上 紗和子 タノウエ サワコ 白幡 1

529 平野 季実子 ヒラノ キミコ 成東 1

534 山口 恵奈 ヤマグチ エナ 片貝 1

547 丹羽 久美 ニワ ヒサミ 勝浦鵜原 1

548 井戸上 萌 イドガミ モエ 勝浦守谷 1

550 喜瀬 知有良 キセ チユラ 勝浦興津 1

555 石塚 円香 イシヅカ マドカ 鴨川 1

556 阿形 芽生 アガタ メイ 鴨川 1

557 佐藤 美帆 サトウ ミホ 鴨川 1

559 久保 美沙代 クボ ミサヨ 和田浦 1

564 片山 沙里 カタヤマ サリ 南千倉 1

565 久保田 風子 クボタ フウコ 南千倉 1

サーフレース女子
24名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム名
サーフ
レース

502 城所 侑沙 キドコロ アリサ 海鹿島 1

503 山本 めばえ ヤマモト メバエ 海鹿島 1

516 矢萩 晴 ヤハギ ハル 蓮沼 1

521 村田 佳央瑠 ムラタ カオル 小松 1

526 中村 紗也香 ナカムラ サヤカ 白幡 1

541 斉藤 祐佳里 サイトウ ユカリ 御宿 1

542 関原 春佳 セキハラ ハルカ 御宿 1

544 但野 安菜 タダノ アンナ 勝浦中央 1

545 橋本 真実 ハシモト マミ 勝浦中央 1

546 佐川 はるな サガワ ハルナ 勝浦鵜原 1

548 井戸上 萌 イドガミ モエ 勝浦守谷 1

550 喜瀬 知有良 キセ チユラ 勝浦興津 1

552 山城　 日向子 ヤマシロ ヒナコ 天津小湊 1

555 石塚 円香 イシヅカ マドカ 鴨川 1

557 佐藤 美帆 サトウ ミホ 鴨川 1

560 北原 由実子 キタハラ ユミコ 和田浦 1

561 伊藤 舞香 イトウ マイカ 和田浦 1

564 片山 沙里 カタヤマ サリ 南千倉 1

565 久保田 風子 クボタ フウコ 南千倉 1

568 鴨下 桃加 カモシタ モモカ 白浜 1

569 小松 花穂 コマツ ハナミ 白浜 1

570 蜂須 静香 ハチス シズカ 白浜 1

576 木村 萌恵 キムラ モエ 富浦 1

583 櫻井 美乃 サクライ ヨシノ 鋸南 1



オーシャンウーマン
6名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム名
オーシャ
ン

ウーマン
502 城所 侑沙 キドコロ アリサ 海鹿島 1
507 佐野 七美 サノ ナナミ 銚子 1
518 椎野 比菜 シイノ ヒナ 小松 1
522 牧 由佳 マキ ユカ 小松 1
559 久保 美沙代 クボ ミサヨ 和田浦 1
583 櫻井 美乃 サクライ ヨシノ 鋸南 1

フレッシュマンボードレース
38名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム名

フレッ
シュマン
ボード
レース

504 藤井 こころ フジイ ココロ 海鹿島 1
505 佐藤 里咲 サトウ リサ 海鹿島 1
509 金子 知沙 カネコ チサ 銚子 1
510 望月 優香 モチヅキ ユウカ 銚子 1
512 神谷 海花 カミヤ ウミカ 横芝光 1
513 赤坂 杏子 アカサカ キョウコ 横芝光 1
515 罍 京香 モタイ キョウカ 蓮沼 1
519 宮原 凪沙 ミヤハラ ナギサ 小松 1
520 水本 佑奈 ミズモト ユナ 小松 1
521 村田 佳央瑠 ムラタ カオル 小松 1
522 牧 由佳 マキ ユカ 小松 1
524 濱谷 真羽 ハマタニ マウ 白幡 1
525 坪内 郁実 ツボウチ イクミ 白幡 1
526 中村 紗也香 ナカムラ サヤカ 白幡 1
527 中澤 葉月 ナカザワ ハヅキ 白幡 1
530 伊井 理子 イイ リコ 成東 1
531 島本 菜々子 シマモト ナナコ 成東 1
536 伊藤 陽菜 イトウ ハルナ 片貝 1
537 荒巻 芽衣 アラマキ メイ 片貝 1
538 新田 舞夏 ニッタ マイカ 不動堂 １
539 田中 実穂 タナカ ミホ 不動堂 １
543 岡本 仁奈 オカモト ニナ 御宿 1
545 橋本 真実 ハシモト マミ 勝浦中央 1
551 町田 遥加 マチダ ハルカ 天津小湊 1



552 山城　 日向子 ヤマシロ ヒナコ 天津小湊 1
558 橋本 未央 ハシモト ミオ 鴨川 1
563 岩井 美幸 イワイ ミユキ 南千倉 1
566 瀬田 萌莉 セタ モエリ 南千倉 1
568 鴨下 桃加 カモシタ モモカ 白浜 1
569 小松 花穂 コマツ ハナミ 白浜 1
570 蜂須 静香 ハチス シズカ 白浜 1
571 輿石 晴歩 コシイシ ハルホ 館山（中学生） 1
572 正木 友海 マサキ ユミ 館山（中学生） 1
573 堺澤 舞香 サカイザワ マイカ 館山（中学生） 1
579 関口 瑠唯 セキグチ ルイ 岩井 1
580 吉國 春菜 ヨシクニ ハルナ 岩井 1
585 小林 未奈 コバヤシ ミナ 鋸南 1
586 杉山 奈々美 スギヤマ ナナミ 鋸南 1
587 仙道田 良 センドウダ リョウ 富津 1
588 小林 英 コバヤシ ハナ 富津 1

ビーチフラッグス　女子
41名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム名
ビーチフ
ラッグス

505 佐藤 里咲 サトウ リサ 海鹿島 1
506 神宮司 好美 ジングウジ コノミ 銚子 1
508 前川 紗槻 マエカワ サキ 銚子 1
512 神谷 海花 カミヤ ウミカ 横芝光 1
513 赤坂 杏子 アカサカ キョウコ 横芝光 1
515 罍 京香 モタイ キョウカ 蓮沼 1
517 若林 明穂 ワカバヤシ アキホ 小松 1
519 宮原 凪沙 ミヤハラ ナギサ 小松 1
520 水本 佑奈 ミズモト ユナ 小松 1
524 濱谷 真羽 ハマタニ マウ 白幡 1
527 中澤 葉月 ナカザワ ハヅキ 白幡 1
529 平野 季実子 ヒラノ キミコ 成東 1
530 伊井 理子 イイ リコ 成東 1
531 島本 菜々子 シマモト ナナコ 成東 1
534 山口 恵奈 ヤマグチ エナ 片貝 1
535 安達 奈緒 アダチ ナオ 片貝 1
536 伊藤 陽菜 イトウ ハルナ 片貝 1
537 荒巻 芽衣 アラマキ メイ 片貝 1
538 新田 舞夏 ニッタ マイカ 不動堂 １
539 田中 実穂 タナカ ミホ 不動堂 １
543 岡本 仁奈 オカモト ニナ 御宿 1
544 但野 安菜 タダノ アンナ 勝浦中央 1
546 佐川 はるな サガワ ハルナ 勝浦鵜原 1
547 丹羽 久美 ニワ ヒサミ 勝浦鵜原 1
549 坪井 あかね ツボイ アカネ 勝浦興津 1
556 阿形 芽生 アガタ メイ 鴨川 1
558 橋本 未央 ハシモト ミオ 鴨川 1
560 北原 由実子 キタハラ ユミコ 和田浦 1
562 中井 優波 ナカイ ユナ 和田浦 1
563 岩井 美幸 イワイ ミユキ 南千倉 1
566 瀬田 萌莉 セタ モエリ 南千倉 1
567 田中 優果 タナカ ユウカ 白浜 1
574 根岸 春果 ネギシ ハルカ 館山 1
575 津和崎 美怜 ツワザキ ミサト 館山 1



578 杉崎 友梨 スギザキ ユリ 岩井 1
579 関口 瑠唯 セキグチ ルイ 岩井 1
580 吉國 春菜 ヨシクニ ハルナ 岩井 1
582 吉久 楓 ヨシヒサ カエデ 鋸南 1
584 金子 美佳 カネコ ミカ 鋸南 1
585 小林 未奈 コバヤシ ミナ 鋸南 1
586 杉山 奈々美 スギヤマ ナナミ 鋸南 1
587 仙道田 良 センドウダ リョウ 富津 1
588 小林 英 コバヤシ ハナ 富津 1


