
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

深町　俊介 12''78 青木　蓮 13''33 チョウドリ　ジシャン 13''44 栁田　逞 13''45 砂賀　想天 13''46 松島　京汰 13''49 菊池　大牙 13''52 諸岡　優和 13''56
太尾島1 太宝泉1 太宝泉1 太休泊1 太休泊1 太国際1 太薮塚1 太宝泉1
吉村　虎乃輔 4'31''47 工藤　陸 4'34''27 生駒　音織 4'36''44 桐渕　大翼 4'36''48 田中　颯 4'42''84 飯田　匠哉 4'46''40 石崎　凌哉 4'52''22 岩下　楓弥 4'57''02
太城西1 太太中1 太旭中1 太薮塚1 太尾島1 太太中1 太休泊1 太毛中1
山内　竣也 4m84 諸岡　優和 4m64 三水　颯 4m48 滝沢　唯月 4m40 坂本  結仁 4m34 遠藤　優詩 4m30 守下  遼 4m29 石川  翔和 4m22
太休泊1 太宝泉1 太城西1 太東中1 太木崎1 太休泊1 太木崎1 太木崎1
留目　陽輔 12''10 矢田堀　太一 12''70 栗原  康輔 12''81 広瀬  壮太 12''86 関根　拓真 12''87 坂本　龍生 12''92 太田　怜那 12''93 芹田　柊 13''18
太国際2 太東中2 太南中2 太南中2 太宝泉2 太東中2 太城西2 太薮塚2
千明　大斗 4'17''71 永田　大 4'34''85 小林　俊也 4'35''49 橋本　大和 4'37''80 門田　良太 4'55''82 金子    陸 5'01''72 原田　篤志 5'06''49 金子　拓未 5'20''68
太生品2 太東中2 太宝泉2 太尾島2 太城西2 太南中2 太生品2 太薮塚2
関根　拓真 5m26 伊藤　陽翔 5m24 加藤　琉翔 4m71 金井　悠翔 4m66 大槻　紘也 2m73
太宝泉2 太宝泉2 太城東2 太生品2 太東中2
留目　陽輔 24''32 金谷　太雅 25''88 渡辺　裕太 25''98 加藤　琉翔 26''40 栗原  康輔 26''58 芹田　柊 27''44 新井  捷人 27''51 小野塚　隆太 27''82
太国際2 太城東2 太生品2 太城東2 太南中2 太薮塚2 太南中2 太宝泉2
渡辺　裕太 56''69 金谷　太雅 58''89 髙久    歩 62''29 浅見　滉太 64''11 長　祐斗 65''74 金井　悠翔 66''10 根岸　虎之介 67''04 丸山　拓海 71''63
太生品2 太城東2 太南中2 太宝泉1 太旭中1 太生品2 太城東1 太綿打1
永田　大 2'07''64 小林　俊也 2'17''58 飯田　匠哉 2'19''88 髙久    歩 2'29''90 浅見　滉太 2'32''61 尾島　樹 2'32''67 金子　拓未 2'34''44
太東中2 太宝泉2 太太中1 太南中2 太宝泉1 太宝泉1 太薮塚2
千明　大斗 9'27''71 田中　颯 10'03''98 武藤　優真 11'06''27
太生品2 太尾島1 太城東1
松島　和也 17''51 神保  蓮太 18''25
太生品2 太城西2
太宝泉 50''11 太国際 50''11 太城東 51''00 太城西 51''19 太南中 51''83 太東中 52''02 太休泊 52''44 太木崎 53''51

(同組着差あり) (同組着差あり)

チョウドリ　ジシャン 1m45
太宝泉1
関口　将 8m97 加邉　友都 8m23 高野  翔太 6m82 清水　壱馬 6m64 戸川    悠 5m12
太生品2 太城東2 太薮塚1 太薮塚1 太南中2
石川　佑実 13''35 柴崎  愛弓 13''88 前田　実咲 13''88 加藤　杏音 13''92 松本  優月 14''07 萩原　彩貴 14''24 渡邉　千愛 14''29 須藤　里咲 14''56
太生品1 太南中1 (同組着差あり) 太生品1 (同組着差あり) 太東中1 太南中1 太綿打1 太城西1 太休泊1
清水　佑華 2'24''70 髙橋　くるみ 2'27''79 櫛田　愛心 2'28''41 小熊　あいり 2'29''51 天田　野乃椛 2'30''94 世取山　心菜 2'35''25 阿部　なつき 2'38''81 中山　綾香 2'52''42
太尾島1 太生品1 太尾島1 太旭中1 太太中1 太太中1 太休泊1 太太中1
松本  優月 4m36 渡邉　千愛 4m17 前田　実咲 4m08 荻野　有梨 3m94 萩原　彩貴 3m87 須藤　里咲 3m71 佐野　このは 3m65 菅原　綾乃 3m64
太南中1 太城西1 太生品1 太綿打1 太綿打1 太休泊1 太薮塚1 太城東1
関口　晟奈 13''49 太田　七海 13''64 藤原    楓 13''70 中村　瑛奈 13''91 中川　彩妃 14''00 大和田　愛海 14''08 和田　晴香 14''31 北島　天花 14''37
太生品2 太城東2 太南中2 太宝泉2 太休泊2 太太中2 太薮塚2 太太中2
今　美里 2'19''88 浅沼　奈々未 2'27''51 橋本　蒼七 2'30''94 山口　心優 2'39''80 原島　美月 2'40''00 遠藤　愛弥 2'40''71 井上    和 2'41''87 新谷　聡美 2'48''23
太旭中2 太休泊2 太尾島2 太城東2 太休泊2 太東中2 太南中2 太太中2
朝倉　野乃香 4m64 茂木　摩耶 4m12 渋木　綾音 4m04 石塚　楓花 3m90 玉木　虹 3m71
太太中2 太生品2 太旭中2 太旭中2 太城東2
石川　佑実 27''04 関口　晟奈 27''28 大和田　愛海 28''29 中川　彩妃 28''34 中村　瑛奈 28''53 朝倉　野乃香 29''33 見供  咲茅 30''43 櫛田　愛心 30''51
太生品1 太生品2 太太中2 太休泊2 太宝泉2 太太中2 太南中1 太尾島1
今　美里 4'46''74 髙橋　くるみ 4'52''11 清水　佑華 5'00''34 浅沼　奈々未 5'08''17 橋本　蒼七 5'16''00 天田　野乃椛 5'20''83 山口　心優 5'27''14 世取山　心菜 5'28''96
太旭中2 太生品1 太尾島1 太休泊2 太尾島2 太太中1 太城東2 太太中1
小林　莉緒 15''39 藤原    楓 16''19 北島　天花 16''85 鈴木　理子 18''36 木村　帆香 18''76 正田　友香 20''39 清水　愛海 20''79 濱田　姫来里 23''41
太休泊2 太南中2 太太中2 太城東2 太太中2 太国際1 太薮塚2 太薮塚1
太生品 52''18 太南中 52''84 太太中 54''09 太休泊 54''40 太薮塚 55''61 太宝泉 55''70 太東中 55''71 太城東 55''73

太田　七海 1m35 内田　真麗杏 1m25 西村　海咲 1m20 松本　遥叶 1m15 神山　結衣 1m10
太城東2 太国際1 太太中1 太東中2 太城西1
石山　心蘭 10m44 大川　華奈 8m32 小此木　美優 8m31 萬場　美空 7m30 三吉　るあ 6m76 平田　暖乃 6m17 松本  美月 6m16
太薮塚2 太生品2 太薮塚2 太綿打1 太宝泉2 太旭中1 太南中1

宝泉 79 生品 56 城東 46 南 40 東 37 城西 32 国際 26 藪塚本町 26
生品 79 太田 55 南 45 休泊 44 旭 35 城東 33 尾島 31 藪塚本町 25
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