
順位
種目 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録 氏名（所属） 記録

中島　陽輝 12"32 宮本　ボニー 12"51 柿本　悠伊 13"04 柳田　祐斗 13"15 小林　優也 13"17 小林　涼介 13"18 土井　涼我 13"18 相澤　優樹 13"38
太太田1 太旭中1 太休泊1 太休泊1 太藪塚1 太城西1 太南中1 (６位) 太城西１

小林　智也 4'37"37 山下　航平 4'38"51 我妻　樹 4'41"22 小林　政澄 4'41"66 金子　雄飛 4'49"67 羽鳥　綾真 4'51"77 加藤　一杜 5'00"96 境野　佑太 5'01"41
太尾島1 太休泊1 太宝泉1 太南中1 太木崎1 太太中1 太生品1 太尾島1

中島　陽輝 5m67 中島　大空 5m15 小林　涼介 4m66 三澤　伶輔 4m46 黒石　蓮 4m06 富田　颯樹 3m95 田村　旭 3m91 中島　一徹 3m34 武田　淳(城西)
太太田1 (大会タイ） 太太田1 太城西1 太藪塚1 太南中1 太南中1 太休泊1 太東中1 5m67(H9)

師田  誠也 11"72 髙瀬　光 11"88 星野　将輝 12"07 齋藤　旭 12"18 塚越  洋人 12"24 黒岩　巧 12"27 茂木　依吹 12"28 對比地　淳 12"72
太城西2 太休泊2 太尾島2 太旭中2 太城西2 太休泊2 太尾島2 太休泊2

西川　魁星 4'09"79 小指　卓也 4'16"21 松島　匠 4'18"78 関　蒼人 4'23"33 亀山　一輝 4'34"73 吉川　拓馬 4'37"24 菊田　航大 4'57"03 清水　陸翔 5'05"14 齋藤　零司(宝泉)

太太田2 (大会新) 太休泊2 太藪塚2 太太田2 太太田2 太休泊2 太宝泉2 太藪塚2 4'13"04(H23)
小林　祐人 5m27 茂木　遥輝 4m88 渡邉　裕貴 4m45 関根　笙悟 4m14 小貫　陽太 4m00
太休泊2 太休泊2 太旭中2 太尾島2 太東中2

師田　誠也 23"77 髙瀬　光 23"82 星野　将輝 24"45 宮本　ボニー 24"58 齋藤　　旭 24"63 黒岩　　巧 25"17 對比地　淳 26"33 栗原　翔希 26"87
太城西2 太休泊2 太尾島2 太旭中1 太旭中2 太休泊2 太休泊2 太南中1

中橋　龍一 56"31 石橋　拓眞 63"15 富田　綾人 64"11 中城　響 65"62 四ノ宮　圭太 73"41 ナカマ　パウロ 77"58
太休泊2 太旭中2 太太中2 太城西2 太東中2 太城西2
関　蒼人 2'12"02 石橋　拓眞 2'26"46 髙山　尚人 2'28"79 加藤　一杜 2'33"23 中城　響 2'35"14 藤井　佑斗 2'37"20 椎名　航暉 2'39"19
太太田2 太旭中2 太生品1 太生品1 太城西2 太太田1 太木崎1

西川　魁星 9'05"19 小指　卓也 9'13"90 松島　匠 9'21"70 亀山　一輝 9'52"18 小林　智也 9'54"24 我妻　樹 9'57"51 小林　政澄 9'57"86 吉川　拓馬 10'03"70 齋藤　零司(宝泉)

太太田2 （大会新） 太休泊2 （大会新） 太藪塚2 太太田2 太尾島1 太宝泉1 太南中1 太休泊2 9'18"47(H23)
塚越　洋人 16"83 新井　汰征 17"02 三木　魁人 19"42 佐藤　月彦 20"64 茂木　依吹 21"33 金谷　柊汰
太城西2 太藪塚2 太南中2 太休泊1 太尾島2 太尾島1
休泊中 46"98 旭中 49"17 城西中 49"51 尾島中 51"12 藪塚本町中 51"28 東中 53"07

新井　汰征 1m55 尾澤　秀樹 1m55 茂木　光平 1m45 青柳　優樹 1m40 土井　涼我 1m35 横井　寛人 1m20
太藪塚2 太休泊2 （1位） 太休泊2 太旭中2 太南中1 太旭中2

久保田　亞央 9m76 新島　幸大 9m17 浅古　竣太 8m26 塚崎　ｳﾝﾍﾞﾙﾄ 7m88 金家　悠太郎 7m60 田中　龍 6m79 木内　健太郎 5m41 津久井　幹大 5m11
太藪塚1 太太田2 太休泊2 太東中2 太旭中2 太休泊2 太城西2 太尾島1

小林　愛明 13"46 神藤　美弥 13"80 周東　未来 13"99 齋藤　琴音 14"13 松本　恵実 14"16 高橋　未愛 14"27 佐々木　歩美 14"41 福田　祐美 14"51
太城西1 太藪塚1 太藪塚1 太城西1 太休泊1 太生品1 太南中1 太城東1

村松　紗幸 2'27"57 塚越　かれん 2'31"29 鵤木　あすか 2'36"69 漆畑　有里 2'38"30 本田　瑠那 2'39"16 谷　琴美 2'42"77 砂賀　恋花 2'47"78 高橋　杏 2'48"70
太休泊1 太宝泉1 太生品1 太尾島1 太太中1 太東中1 太休泊1 太尾島1

周東　未来 4m44 滝沢　渚月 3m98 大竹　紬生 3m95 関口　雅詩亜 3m86 稲葉　胡桃 3m67 髙橋　未愛 3m57 佐々木　歩美 3m36 栗田　ひざし 3m28
太藪塚１ 太東中1 太城西1 太生品1 太太田1 太生品1 太南中1 太休泊1

田代　千絵 13"20 小林　菜々夏 13"44 高草木　愛美 13"60 長島　梨沙 13"83 矢羽　唯香 13"84 小林　結 14"04 田代　日向 14"07 池浦　桜香 14"10
太綿打2 太休泊2 太薮塚2 太南中2 太宝泉2 太南中2 太薮塚2 太太中2

阪下　玖瑠美 2'23"51 木村　玲菜 2'27"01 飯田　千香子 2'27"06 石井　優希 2'32"27 三田　怜奈 2'34"23 高崎　瑞希 2'35"73 亀井　沙衣 2'46"52 熊谷　さくら 2'50"04
太木崎2 太綿打2 太生品2 太生品2 太東中2 太薮塚2 太木崎2 太休泊2

田代　千絵 4m59 新井　成美 4m54 星野　いずみ 4m46 佐瀬　夏希 4m44 矢羽　唯香 4m38 池浦　桜香　 3m97 荒江　愛奈 3m56
太綿打2 太藪塚2 太南中2 太藪塚2 太宝泉2 太太田2 太休泊2

小林  愛明 27"94 神藤　美弥 28"07 高草木　愛美 28"36 小林　菜々夏 28"58 長島　梨沙 29"06 小林　結 29"19 櫻井　志保里 29"49 廣見　真緒 29"51
太城西1 太薮塚1 太薮塚2 太休泊2 太南中2 太南中2 太木崎2 太薮塚2

阪下　玖瑠美 4'55"57 塚越　かれん 5'02"50 飯田　千香子 5'04"52 木村　玲菜 5'04"53 高崎　瑞希 5'17"95 石井　優希 5'19"81 漆畑　有里 5'21"76 三田　怜奈 5'26"77
太木崎2 太宝泉1 太生品2 太綿打2 太藪塚2 太生品2 太尾島1 太東中2

齋藤　琴音 16"14 星野　いずみ 16"23 佐瀬　明里 16"95 茂木　優 17"00 増尾　未来 17"15 武藤　美咲 18"11 山田　ひかり 18"23 中村　香琳 19"44
太城西1 太南中2 太藪塚2 太藪塚2 太休泊2 太休泊2 太休泊1 太太田1

藪塚本町中 53"67 城西中 55"49 南中 55"64 休泊中 56"23 生品中 56"70 木崎中 57"10 太田中 57"26 城東中 57"57

八木　杏樹 1m35 茂木　優 1m35 富澤　亜美沙 1m30 稲葉　胡桃 1m20 大川　月帆 1m15
太休泊2 太藪塚2 太南中2 太太田1 太城東1

田代　日向 8m69 小暮　未来 8m18 小原　ﾚｲｼﾙﾊﾞｰ 7m84 森尻　沙奈 7m63 林田　紗奈 7m43 石川　華南 6m80 石﨑　萌栞 6m78 木村　花奈 6m46
太藪塚2 太南中1 太旭中2 太休泊1 太休泊2 太城東1 太太田1 太東中2
休泊中 117.5点 太田中 76.0点 旭中 60.0点 城西中 59.0点 藪塚本町中 50.5点 尾島中 44.0点 南中 28.0点 東中 18.0点

藪塚本町中 95.0点 休泊中 59.0点 南中 51.0点 城西中 42.0点 生品中 41.0点 木崎中 23.0点 太田中 23.0点（6位） 宝泉中 22.0点
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