
髙橋　　匠(1) 13秒12 木村　魁人(1) 13秒32 野㞍　大河(1) 13秒81 堀井　拓哉(1) 13秒82 鏑木　友裕(1) 14秒11 狩野　武尊(1) 14秒27 藤田　　玲(1) 14秒50 矢口　泰雅(1) 14秒55

笠懸南 新里 新里 笠懸南 笠懸 相生 清流 広沢

中山　大樹(1) 4分54秒97 船橋　飛尉(1) 5分11秒09 田窪　　響(1) 5分27秒67 小倉つばさ(1) 5分27秒90 金井伸太朗(1) 5分28秒28 星野祐一郎(1) 5分36秒64 古川　　孝(1) 5分40秒40 諏訪　一也(1) 5分42秒78

樹徳 川内 新里 笠懸 境野 大間々東 みどり東 相生

川島　聖那(2) 12秒32 堀井　洸太(2) 12秒43 谷　　大樹(2) 12秒49 金子　翔太(2) 12秒51 新井　僚太(2) 12秒60 森　　直樹(2) 13秒03 板橋　佑真(2) 13秒08 和田　　渉(2) 13秒54

清流 新里 中央 清流 広沢 大間々東 新里 川内

須藤　　健(3) 11秒68 谷川　郁弥(3) 11秒74 新井　崇史(3) 11秒87 尾池　敏志(3) 11秒96 田島　裕己(3) 12秒09 須藤　悠太(3) 12秒15 星野　勇樹(3) 12秒21 須永　晃弘(3) 12秒21

相生 川内 中央 清流 笠懸 相生 大間々 大間々

大塚　　凌(3) 4分30秒86 塚越　康平(3) 4分34秒41 田沼　　京(3) 4分35秒99 山口　和輝(3) 4分36秒34 福島　凌央(3) 4分38秒09 二瓶　風雅(3) 4分42秒05 星野　亮太(3) 4分44秒20 松澤　脩人(3) 4分48秒58

境野 笠懸 笠懸 清流 笠懸南 笠懸南 大間々 樹徳

谷川　郁弥(3) 24秒08 福田　凌平(3) 24秒45 関口　貴久(3) 24秒84 片柳　幸輝(3) 25秒02 菊田　遙介(3) 25秒61 小澤　孝文(2) 25秒97 新井　僚太(2) 26秒07

川内 笠懸南 清流 笠懸 清流 新里 広沢

福田　凌平(3) 54秒24 田島　裕己(3) 55秒75 藤掛　青山(3) 56秒08 上林　大介(3) 58秒39 小池　勇也(3) 58秒68 岩崎　龍矢(3) 59秒31 小林　透威(3) 59秒92 石田　湧介(3) 61秒19

笠懸南 笠懸 中央 広沢 大間々 清流 大間々東 清流

田沼　　京(3) 2分08秒30 大塚　　凌(3) 2分08秒96 山口　和輝(3) 2分13秒57 上林　大介(3) 2分16秒11 金子　怜史(3) 2分18秒50 畑　　直和(2) 2分19秒12 岩崎　龍矢(3) 2分19秒42 中村　壮来(3) 2分20秒27

笠懸 境野 清流 広沢 樹徳 笠懸 清流 樹徳

塚越　康平(3) 10分08秒99 松澤　脩人(3) 10分17秒42 木口　拓巳(2) 10分18秒81 須永　康幸(2) 10分36秒19 前原　利勝(3) 10分39秒80 村田　拳闘(3) 10分42秒50 星野　昂輔(2) 10分48秒01 瀧澤慎之督(2) 10分51秒34

笠懸 樹徳 川内 笠懸 清流 笠懸南 笠懸南 樹徳

須藤　　健(3) 16秒14 富澤　竜伎(3) 18秒12 関口　貴久(3) 18秒90 小澤　孝文(2) 20秒36 飯島　大和(2) 20秒84 林　　和樹(2) 20秒89 栗原　匡佑(2) 20秒93 八木伸太郎(2) 21秒50

相生 中央 清流 新里 みどり東 清流 大間々東 笠懸

中央 46秒56 清流 47秒36 笠懸 48秒36 大間々 49秒05 境野 49秒92 新里 50秒72 大間々東 50秒77 広沢 51秒36

藤田爽太郎(3) 石田　湧介(3) 片柳　幸輝(3) 星野　亮太(3) 嘉和知毅洋(3) 勅使川原壮平(2) 森　　直樹(2) 富樫　佳大(2)

新井　崇史(3) 尾池　敏志(3) 田島　裕己(3) 星野　勇樹(3) 新井　徳郎(3) 小澤　孝文(2) 小林　透威(3) 新井　僚太(2)

藤掛　青山(3) 金子　翔太(2) 鈴木　馨梧(2) 小池　勇也(3) 西村　和允(3) 堀井　洸太(2) 栗原　匡佑(2) 周藤　優輝(3)

市村　優馬(3) 関口　貴久(3) 塚越　康平(3) 須永　晃弘(3) 大塚　　凌(3) 木村　魁人(1) 高野　恭輔(3) 上林　大介(3)

新井　徳郎(3) 1m65 金子　翔太(2) 1m60 須永　晃弘(3) 1m55 荒川　光希(2) 1m50 林　　和樹(2) 1m45 飯島　大和(2) 1m40 八木伸太郎(2) 1m35 平形　晴長(1) 1m25

境野 清流 大間々 大間々 清流 みどり東 笠懸 樹徳

市村　優馬(3) 6m00 川島　聖那(2) 5m76 須藤　悠太(3) 5m20 森　　直樹(2) 4m75 嘉和知毅洋(3) 4m73 高野　恭輔(3) 4m42 星野　智哉(2) 4m34 髙村　浩孝(2) 4m30

中央 清流 相生 大間々東 境野 大間々東 みどり東 みどり東

新井　徳郎(3) 10m63 尾池　敏志(3) 9m93 植木佑太郎(2) 9m71 木村　　心(2) 9m25 西村　和允(3) 8m83 小池　亮斗(3) 8m18 二階堂由樹(3) 6m89 堀井　洸太(2) 6m82

境野 清流 樹徳 樹徳 境野 大間々 中央 新里

松浦　和正(3) 13秒09 中野　裕太(2) 13秒43 小林　奎太(2) 13秒92 佐通　大河(2) 13秒94 江原　健泰(2) 14秒10 髙村　浩孝(2) 14秒32 小林　竜太(2) 14秒34 田窪　　響(1) 14秒52

相生 清流 清流 清流 笠懸 みどり東 大間々東 新里

吉田新一郎(2) 5分00秒87 佐藤建太朗(2) 5分19秒08 周藤　司真(2) 5分25秒10 五月女　葵(3) 5分26秒29 伊藤　裕喜(2) 5分31秒21 隈元　来門(2) 5分39秒92 横田　　優(2) 6分06秒42 小林　亮太(1) 6分09秒87

清流 樹徳 樹徳 川内 笠懸南 清流 清流 新里

小島　哲哉(2) 3m85 采岡　亮汰(1) 3m82 岡村　　司(2) みどり東 3m55 島野　雄太(2) 3m32 矢口　泰雅(1) 3m02 古川　　孝(1) 2m47

大間々東 境野 小林　竜太(2) 大間々東 3m55 大間々東 広沢 みどり東
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森下　紗映(1) 14秒21 新井　彩華(1) 14秒65 星野　朱音(1) 14秒90 星野　佳奈(1) 15秒39 中里　ゆず(1) 15秒48 西場香奈子(1) 15秒52 石倉　　南(1) 15秒66 原　  穂香(1) 15秒72

境野 境野 桜木 川内 相生 広沢 笠懸 相生

木村　桃華(2) 13秒45 大熊　桃子(2) 13秒73 加藤なるみ(2) 13秒84 岸野　萌子(2) 14秒02 田中　綾乃(2) 14秒03 大塚亜美奈(2) 14秒40 木村　吾耶(2) 14秒40 前原　亜希(2) 14秒54

清流 清流 大間々 笠懸 新里 みどり東 境野 みどり東

山口　麗奈(3) 13秒02 小黒　紗椰(3) 13秒30 小野奈津美(3) 13秒52 原澤　香織(3) 13秒72 北爪　萌乃(3) 13秒78 河合みなみ(3) 13秒86 蛭間　志帆(3) 13秒95 鈴木　理央(3) 14秒06

笠懸 広沢 新里 中央 川内 川内 相生 清流

平石　風歩(3) 27秒76 木村　桃華(2) 28秒06 小黒　紗椰(3) 28秒39 小野奈津美(3) 28秒46 北爪　萌乃(3) 28秒66 岸野　萌子(2) 28秒68 大熊　桃子(2) 28秒98 蛭間　志帆(3) 29秒74

みどり東 清流 広沢 新里 川内 笠懸 清流 相生

小磯　佑華(3) 2分30秒25 北澄　音衣(3) 2分31秒58 青木水々果(2) 2分33秒21 下山　陽奈(3) 2分33秒62 坂本美奈実(3) 2分33秒75 藤生　杏奈(3) 2分34秒43 楚山まい華(3) 2分36秒48 内田　美里(2) 2分37秒50

笠懸南 清流 笠懸南 境野 新里 笠懸 相生 新里

青木水々果(2) 5分11秒05 小磯　佑華(3) 5分12秒26 北澄　音衣(3) 5分12秒92 坂本美奈実(3) 5分15秒45 諏訪　未怜(2) 5分19秒16 内田　美里(2) 5分20秒90 大島　夏香(3) 5分21秒61 下山　陽奈(3) 5分22秒38

笠懸南 笠懸南 清流 新里 川内 新里 清流 境野

山口　麗奈(3) 15秒87 鈴木　彩花(3) 16秒94 新井　真優(3) 16秒95 大塚　朋美(3) 17秒62 原澤　香織(3) 17秒64 鈴木あかね(2) 17秒71 田中　綾乃(2) 18秒40 吉澤　菜々(2) 19秒38

笠懸 大間々 境野 みどり東 中央 笠懸 新里 みどり東

笠懸 53秒21 清流 53秒60 みどり東 54秒57 新里 55秒91 境野 56秒16 中央 56秒68 相生 57秒33 大間々東 58秒84

加藤　　遥(3) 赤石　怜奈(3) 神山　侑果(3) 坂本美奈実(3) 新井　真優(3) 伊藤　有紀(2) 白井　青子(2) 横塚　聖加(3)

山口　麗奈(3) 木村　桃華(2) 平石　風歩(3) 田中　綾乃(2) 峯崎　綾乃(3) 原澤　香織(3) 鈴木　梨那(3) 坂本　　葵(3)

岸野　萌子(2) 大熊　桃子(2) 大塚　朋美(3) 飯塚　　愛(3) 下山　陽奈(3) 葉山　愛理(2) 田村有夏里(3) 佐藤　華乃(2)

川又　　玲(3) 鈴木　理央(3) 前原　亜希(2) 小野奈津美(3) 森下　紗映(1) 後藤　朱子(2) 楚山まい華(3) 森　美佐紀(3)

小山莉瑛子(3) 1m35 峯崎　綾乃(3) 1m30 平田　　華(3) みどり東 1m25 橋本　菜央(3) 1m25 鈴木あかね(2) 1m25 松島　朱音(2) 1m20 二階堂　栞(1) 中央　1m15

桜木 境野 田村有夏里(3) 相生 1m25 清流 笠懸 新里 内田　麻衣(3) 笠懸　1m15

菊田　未来(1) 4m10 田口　奈緒(1) 4m01 松島　果鈴(1) 3m88 森下　紗映(1) 3m61 秋塚　沙月(1) 3m55 生形　奈未(1) 3m51 荻原万祐子(1) 3m42 川俣　遥奈(1) 3m42

笠懸 樹徳 笠懸 境野 桜木 桜木 みどり東 みどり東

小山莉瑛子(3) 4m80 前原　亜希(2) 4m47 平田　　華(3) 4m43 峯崎　綾乃(3) 4m41 服部　有華(2) 4m33 丹羽加奈恵(2) 4m22 田村有夏里(3) 4m21 白井　青子(2) 4m13

桜木 みどり東 みどり東 境野 広沢 広沢 相生 相生

中鉢　玲美(3) 12m40 平石　風歩(3) 11m81 神山　侑果(3) 11m32 米岡せりな(3) 10m64 齋藤麻莉那(3) 9m40 吉田　美咲(3) 8m58 中村　茉耶(3) 8m05 横山えみり(3) 7m93

樹徳 みどり東 みどり東 広沢 樹徳 広沢 清流 笠懸

楚山まい華(3) 14秒47 星野　莉奈(2) 14秒75 岩﨑　もも(3) 15秒21 長島　沙樹(1) 15秒26 山洞　　花(2) 15秒34 二階堂　栞(1) 15秒35 後藤　朱子(2) 15秒39 髙瀨　葵衣(2) 15秒45

相生 みどり東 相生 相生 相生 中央 中央 みどり東

髙草木真優(1) 2分47秒56 青木　萌絵(2) 2分50秒38 原　  穂香(1) 2分56秒88 神野　菜緒(1) 3分00秒91 市川絵美佳(1) 3分02秒24 力石　百為(1) 3分02秒41 齋藤樹里亜(1) 3分03秒37 長島　沙樹(1) 3分03秒71

相生 清流 相生 笠南 新里 笠懸 中央 相生

小保方璃子(1) 1m10 大出　千夏(2) 広沢 1m10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

笠懸 石倉　　南(1) 笠懸 1m10 #N/A #N/A #N/A #N/A

星野　朱音(1) 3m94 田村　奈々(2) 3m59 髙瀨　葵衣(2) 3m57 薗田　　玲(2) 3m57 岡部　理佐(2) 3m08 大出　千夏(2) 3m05 新井　美聡(1) 2m01 #N/A #N/A

桜木 桜木 みどり東 みどり東 広沢 広沢 境野 #N/A

薗田　　玲(2) 8m01 佐藤　季杏(2) 5m90 若狭優希奈(3) 4m94 星野　友恵(1) 4m63 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

みどり東 広沢 みどり東 広沢 #N/A #N/A #N/A #N/A
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