
ジュニア　ボード　女子　高学年
11名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム 学年

ボード
レース
（高学
年）

51 高梨　 帆南 タカナシ ホナミ 勝浦守谷 5年 1
52 関 裕里 セキ ユウリ 勝浦守谷 5年 1
53 末吉 暖歌 スエヨシ ハルカ 勝浦守谷 5年 1
54 神崎 はな カンザキ ハナ 勝浦守谷 5年 1
59 小川 七海 オガワ ナナミ 館山 6年 1
60 増田 妃莉 マスダ ヒマリ 館山 5年 1
61 中村 祐紀 ナカムラ ユキ 館山 5年 1
62 小川 歩海 オガワ アユミ 館山 4年 1
63 倉橋 和奏 クラハシ ワカナ 館山 4年 1
69 小林 文海 コバヤシ アヤミ 稲毛 6年 1
70 朽方 杏香 クツカタ アニカ 稲毛 6年 1

ジュニア　ボード　女子　低学年
9名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム 学年

ボード
レース
（低学
年）

55 末吉 由芽 スエヨシ ユメ 勝浦守谷 3年 1
56 武居 令 タケスエ レイ 勝浦守谷 3年 1
57 関 葵彩 セキ アオイ 勝浦守谷 3年 1
58 松本 璃緒 マツモト リオ 勝浦守谷 3年 1
64 速水 葉 ハヤミズ ヨウ 館山 3年 1
65 矢上 結月 ヤガミ ユヅキ 館山 2年 1
66 増田 樹心 マスダ コノミ 館山 1年 1
67 斎藤 りの サイトウ リノ 館山 1年 1
68 板垣 来奈美 イタガキ コナミ 富津 2年 1

ジュニア　ビーチフラッグス　女子　高学年
11名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム 学年

ビーチフ
ラッグス
（高学
年）

51 高梨　 帆南 タカナシ ホナミ 勝浦守谷 5年 1
52 関 裕里 セキ ユウリ 勝浦守谷 5年 1
53 末吉 暖歌 スエヨシ ハルカ 勝浦守谷 5年 1
54 神崎 はな カンザキ ハナ 勝浦守谷 5年 1
59 小川 七海 オガワ ナナミ 館山 6年 1
60 増田 妃莉 マスダ ヒマリ 館山 5年 1
61 中村 祐紀 ナカムラ ユキ 館山 5年 1
62 小川 歩海 オガワ アユミ 館山 4年 1
63 倉橋 和奏 クラハシ ワカナ 館山 4年 1
69 小林 文海 コバヤシ アヤミ 稲毛 6年 1
70 朽方 杏香 クツカタ アニカ 稲毛 6年 1

ジュニア　ビーチフラッグス　女子　低学年
9名

選手番号 姓 名 セイ メイ チーム 学年

ビーチフ
ラッグス
（低学
年）

55 末吉 由芽 スエヨシ ユメ 勝浦守谷 3年 1
56 武居 令 タケスエ レイ 勝浦守谷 3年 1
57 関 葵彩 セキ アオイ 勝浦守谷 3年 1
58 松本 璃緒 マツモト リオ 勝浦守谷 3年 1
64 速水 葉 ハヤミズ ヨウ 館山 3年 1
65 矢上 結月 ヤガミ ユヅキ 館山 2年 1
66 増田 樹心 マスダ コノミ 館山 1年 1
67 斎藤 りの サイトウ リノ 館山 1年 1
68 板垣 来奈美 イタガキ コナミ 富津 2年 1


