
チーム名 シフト 前半 後半

茨　城Ａ 新畑　加奈 宮本　裕花 池田　智美 吉田　　愛 B 15 38

茨　城Ｂ 坂野 ニイナ 小杉　真穂 及川　有里 小林 満里奈 A 17 39

茨　城Ｃ 井﨑　寛菜 森江　彩羽 酒井　　麗 椿　　心碧 B 18 35

群　馬Ａ 渡辺　莉央 渡辺　希哩 柿内 ナオミ 大澤　仁美 B 39 16

埼　　玉 上野　帆楓 石井 こころ 江原　芽生 真下　直美 B 19 36

千　　葉 石橋　怜奈 藤田　梨聖 室伏　　萌 須藤　真海 B 20 37

東　京Ａ 北村 　恵 熊沢 　遥 髙橋　尚代 中島　梨沙 B 35 18

東　京Ｂ 石田　千穂 山下 佳世子 中山　智子 穴田　順子 A 39 17

神奈川Ａ 徳永　愛梨 恩田　夏好 藤原　聖佳 菅野　沙織 B 16 39

神奈川Ｂ 高橋　愛莉 山岸　晶子 渋谷　樹子 浅賀　　恵 A 19 37

神奈川Ｃ 青木　順子 水野 みどり 藤澤　理枝 太田　千恵 B 37 20

学　連Ａ 村田 麻莉亜 内田　侑希 菅原　千愛 竹野 友梨子 B 36 19

学　連Ｂ 荒川　沙里 吉田　有華 増尾　幸奈 坪井　美樹 A 37 19

栃　　木 藤沼　稚奈 川上　紗季 高田　美樹 藍田　敦子 B 40 17

選　　手　　名

４人チーム戦レーン配当表女子



チーム名 シフト 前半 後半

茨　城Ａ 斉藤　　翼 川上　　諒 増井　　陸 飯村　憲二 B 6 29

茨　城Ｂ 多喜乃 康聖 山口　日向 長野　　光 須藤　太一 A 3 29

群　馬Ａ 宮澤　皓樹 宮澤　拓哉 瀧村　和則 中曽根　学 B 30 7

群　馬Ｂ 園部　春海 平田　啓介 山田　宗和 養田　弘之 A 29 15

埼　玉Ａ 増田　一義 後藤　光司 石井　優輝 今北　侑吾 B 13 24

埼　玉Ｂ 小山　守重 野末　喜弘 小林　秀光 荒井　　正 A 35 5

埼　玉Ｃ 山本　大輔 杉本　義文 糸賀　祥雄 金子　正春 B 28 11

埼　玉Ｄ 入江　健太 穴井　陸斗 菊池　史紀 佐藤　拓也 A 7 31

埼　玉Ｅ 大木　卓也 小須田　猛 柳澤　智孝 沼上　孝幸 B 3 32

埼　玉Ｆ 浦川　　毅 佐藤　光則 小田嶋 優斗 小田嶋 実樹 A 25 13

埼　玉Ｇ 長澤　悠次 長澤　英雄 丸山　健豊 丸山　晴行 B 34 5

千　葉Ａ 赤坂　一夫 立津　力人 大西　　守 小澤　大地 B 27 10

千　葉Ｂ 前田　長一 谷川　有司 浅田　俊夫 小倉　康輔 A 13 27

千　葉Ｃ 岡村　健一 芦原　英夫 伊藤　貴行 髙山　　久 B 10 27

東　京Ａ 鈴木　彪雅 柴山　竜吾 熊沢　　颯 木村　　仁 B 14 25

東　京Ｂ 森野　丈栄 小原　央士 塩瀬　　昭 本多　裕典 A 9 35

東　京Ｃ 小川　諒也 渡辺　颯太 坂本　永久 田中 一成 B 33 4

東　京Ｄ 天川　　陸 堀口　大介 石田　　隆 高田　　学 A 23 9

東　京Ｅ 和田　悠嗣 奥田　竜眞 山内　直人 堤　　真人 B 12 23

東　京Ｆ 岡田　広行 荒　　真一 市川　健一 石井　憲一 A 15 25

神奈川Ａ 羽ヶ﨑 匠海 鈴木　健也 土方　　捷 鶴見　亮剛 B 26 9

神奈川Ｂ 小西　菖平 入佐　　翔 大槻　隼也 高橋　　隆 A 27 11

選　　手　　名

４人チーム戦レーン配当表男子（１）



チーム名 シフト 前半 後半

神奈川Ｃ 片野　祥生 生江　　隆 里見　　宏 三嶋　正志 B 11 28

神奈川Ｄ 岡田　和真 木村　　晃 加藤　　陸 佐藤　亜優 A 5 33

神奈川Ｅ 菊地　　慎 菅野　紀夫 川田　光一 西川　　薫 B 24 13

神奈川Ｆ 恩田　賢人 松井　紀和 瀬戸　優也 若狭　達弘 A 31 3

神奈川Ｇ 加藤　慧一 宗形　　智 坂本　忠介 吉田　紀之 B 9 26

神奈川Ｈ 水野　浩二 柳原　　聡 和田　　司 豊浦　　健 B 32 3

山　梨Ａ 吉川　智博 市川　和也 野田　正樹 石川　和樹 B 4 33

山　梨Ｂ 荻野　凌佑 金丸　建太 野田　勝美 山下　　充 A 33 7

山　梨Ｃ 柳沢　勇樹 齋藤　政仁 伊藤　　出 宮下　　篤 B 23 12

学　連Ａ 東海　　純 八鍬　良太 山下　諄也 野﨑　啓史 B 25 14

学　連Ｂ 松崎　稔矢 平山　駿介 石原　拓実 佐古 健太郎 A 11 23

学　連Ｃ 小池　克彦 島田　敦地 風間　　陵 坂本　武優 B 8 31

学　連Ｄ 今井　康太 青山　駿士 堤　　哲彦 林　　一輝 B 29 6

栃　　木 米倉　泉希 深澤　祐樹 沼崎　則之 新井　審護 B 7 30

選　　手　　名

４人チーム戦レーン配当表男子（２）


