
平成20年10月4日（土）

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

山本 祐哉（六合・２） 黒岩 舜（嬬西・２） 松井 良太（高山・１） 佐藤 琢哉（長西・２） 山﨑 慎也（嬬東・１） 藤岡 敦史（東中・２）
11"6 12"0 12"2 12"6 12"9 13"4

八木 直樹（嬬東・２） 小藤 渉（草津・２） 宮本 昌周（草津・２） 井出 知寿（草津・２） 中曽根康太（岩島・１） 佐藤 連也（原中・１）関 俊平（岩島・１）

13"5 13"7 14"3 14"5
山本 祐哉（六合・２） 黒岩 舜（嬬西・２） 松井 良太 （高山・１） 佐藤 琢哉（長西・２） 飯塚 紀貴（東中・１） 南雲 周（原中・２）

24"5 25"4 25"7 26"1 26"5 27"1
高山 教平（原中・２） 黛 壱歩（六合・２） 中島 孝太（長東・２） 黒岩 紀之（嬬西・２） 小藤 渉（草津・２） 篠原 真史（東中・２）

58"4 59"2 60"0 61"8 61"9 64"2
林 智裕（中中・２） 小井出琢朗（嬬西・２） 白鳥 新（草津・２） 上田 瞭（原中・２） 中澤 将大（東中・１） 中島 孝太（長東・２）

2'11"2 2'14"7 2'19"0 2'21"0 2'21"8 2'23"8
林 智裕（中中・２） 石井 勇也（原中・２） 小井出琢朗（嬬西・２） 村上 涼（東中・２） 高橋 純（坂上・２） 中澤 将大（東中・１）

4'2724 4'30"4 4'32"9 4'45"2 4'48"7 4'49"5
小池 悠介（中中・１） 石井 勇也（原中・２） 高平 凌太（原中・２） 土屋 良輔（嬬西・２） 村上 涼（東中・２） 高橋 純（坂上・２）

9'43"3 9'49"2 9'49"5 10'04"3 10'07"9 10'11"8
山﨑 巳譲（中中・３） 根岸 智也（原中・３） 武渕 勝也（中中・３） 剱持 亮至（中中・３） 田中 博基（長西・３） 古市 博人（嬬西・３）

9'37"8 9'38"1 9'38"9 9'39"8 9'44"5 9'48"0
樋口 雄介（嬬東・２） 小山 広輝（嬬東・２） 森 敬大（長東・２） 山本 巧（六合・１） 小川 大樹（草津・２） 唐澤 拓弥（中中・１）

17"7 18"6 20"3 21"0
高山（２）大出（２）里見（２）南雲（２） 原中 山口（２）干川（１）山本（１）山本（２） 六合 佐藤（２）宮田（２）阿部（２）池上（２） 長西 磯井（１）飯塚（２）篠原（２）飯塚（１） 東中 林（１）松井（１）割田（１）後藤（２） 高山 樋口（２）山﨑（１）小山（２）黒岩（２） 嬬東

49"5 50"0 50"6 51"0 51"4 51"5
西潟 翼（六合・２） 小竹 悠平（坂上・２） 小森 涼太（草津・２） 阿部 慶太（長西・２） 小林 俊希（坂上・２） 中山 喬寛（太田・２）

1m65 1m55 1m55 1m55 1m45 1m45
里見 研悟（原中・２） 唐澤 拓弥（中中・１）

3m10 2m30
高山 教平（原中・２） 加辺 雅文（坂上・２） 宮田 凱史（長西・２） 内田 誠也（岩島・２） 松岡 大輔（中西・２） 上田 瞭（原中・２）

5m42 5m42 5m02 4m85 4m74 4m68
白鳥 新（草津・２） 八木 直樹（嬬東・２） 井出 知寿（草津・２） 齋藤 有馬（草津・２） 橋爪 規良（東中・１） 山田 誠（岩島・２）

4m86 4m55 3m96 3m77 3m54 3m41
樋口 雄介（嬬東・２） 篠原 真史（東中・２） 山﨑 慎也（嬬東・１） 後藤 駿也（高山・２） 吉田 直人（東中・２） 渡邉 喜樹（坂上・２）
【大会新】 12m20 10m58 10m05 9m80 9m33 9m25

黒岩 瑛里（嬬西・２） 横沢 舞莉（嬬東・２） 寺島 由菜（中中・１） 加邉 操（坂上・２） 橋爪亜友美（岩島・１） 丸橋 亜未（岩島・２）
13"6 13"8 13"8 13"9 14"0 14"3

内田 知子（岩島・１） 吉田 ゆい（岩島・２） 舘 晴日（中中・１） 山﨑 萌香（嬬東・１） 小林 夢奈（岩島・１） 黒岩 幸恵（草津・２）
14"2 14"7 15"0 15"2 15"3 15"4

横沢 舞莉（嬬東・２） 加邉 操（坂上・２） 丸橋 亜未（岩島・２） 山﨑 清佳（中中・２） 宗 真奈美（草津・２） 篠原 芹菜（嬬西・２）
28"2 29"1 29"3 30"2 30"5 30"9

日高 美穂（嬬東・２） 土屋 瞳（嬬東・２） 林 夏美（原中・２） 星野 和（原中・１） 山本ひかり（六合・２） 小林 紀恵 （中中・２）
2'24"8 2'27"8 2'31"5 2'31"7 2'33"5 2'35"5

日高 美穂（嬬東・２） 富澤 聖夏（中中・２） 土屋 瞳（嬬東・２） 干川 菜那（嬬西・１） 鎌田 理緒（中中・１） 重田 結歌（草津・２）
4'58"6 5'00"5 5'00"7 5'01"4 5'08"3 5'14"6

原澤 彩香（中中・１） 黒岩みゆき（草津・３） 黒岩 千乃（嬬西・１） 小幡 千穂（嬬西・３） 篠原佳寿恵（長東・２） 片貝 友奈（岩島・３）
7'08"7 7'09"2 7'14"1 7'14"9 7'15"5 7'16"5

黒岩 唯（嬬東・２） 樋 沙織（嬬東・２） 中沢ちひろ（草津・２） 土谷 桃子（中中・２） 萩原 志穂（長東・２）
16"5 18"4 18"5 18"6 23"5

日高（２）土屋（２）横沢（２）黒岩（２） 嬬東 寺島（２）土谷（２）山﨑（２）寺島（１） 中中 丸橋（２）吉田（２）内田（１）橋爪（１） 岩島 宮崎（２）佐藤（２）中沢（２）宗（２） 草津 中野（２）竹渕（１）綿貫（１）佐藤（１） 太田 篠原（２）黒岩（１）戸部（２）黒岩（２） 嬬西

53"6 54"0 54"9 56"5 57"0 57"3
山﨑 清佳（中中・２） 青木 杏弥（原中・２） 中沢ちひろ（草津・２） 土屋 咲季（嬬西・１） 田中 真理（長西・１） 戸部 愛理（嬬西・２）

1m45 1m40 1m35 1m30 1m30 1m25
黒岩 唯（嬬東・２） 黒岩 瑛里（嬬西・２） 土谷 桃子（中中・２） 内田 知子（岩島・１） 八木原累甘（長西・２） 島村ひかる（中西・２）

5m17 4m62 4m46 4m40 4m12 4m02
唐澤 杏里（長東・１） 竹渕 涼花（長東・１） 関 麻梨香（草津・１） 小林 夢奈（岩島・１） 吉成 美鈴（岩島・２） 寺島 佳歩（岩島・１）

4m18 3m87 3m82 3m27 3m00 2m65
寺島 麻友（中中・２） 橋詰麻莉乃（中中・２） 宮崎菜々恵（岩島・２） 蜂須賀早紀（坂上・１） 町田 可南（太田・２） 登坂 美結（太田・２）

11m09 9m34 8m98 8m27 8m05 7m98

順位 優 勝 準優勝 ３位 ４位 ５位 ６位

男子総合 原町中 ４３．０点 六合中 ３１．０点 嬬西中 ２５．０点 中之条中 ２４．５点 嬬東中 ２４．0点 東中 ２２．０点

女子総合 嬬東中 ５５．0点 中之条中 ４４．０点 嬬西中 １９．５点 岩島中 １８．０点 草津中 １４．０点 原町中 １２．０点

男女総合 嬬東中 ７９．0点 中之条中 ６８．５点 原町中 ５５．０点 嬬西中 ４４．５点 六合中 ３３．０点 坂上中 ２７．５点
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