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高橋　侑斗 12''91 萩口　響 12''93 村山  哉斗 12''96 上坪　けいご 13''26 大山　拓己 13''40 藤本　光佑 13''47 昌子　倖太 13''48 須藤  掠央 13''48
太南中1 太旭中1 太休泊1 太旭中1 太宝泉1 太旭中1 太南中1 太休泊1 (7位）
大竹  実吹 4'30''08 鈴木　虹翔 4'37''37 吉村　龍我 4'46''96 荻原　拓己 4'51''70 五十嵐　唯 4'53''89 富岡　慈織 4'54''47 久保田　歩夢 4'55''36 馬場  健斗 4'55''55
太太中1 太国際1 太城西1 太生品1 太木崎1 太南中1 太旭中1 太休泊1
上原　圭悟 4m10 伊藤  翔空 4m02 渡　応介 3m93 茅野　翔大 3m89 小林　眞悟 3m81 見城    凜 3m07 鈴木　彰真 3m01 小林  龍生 2m66
太城西1 太休泊1 太国際1 太東中1 太宝泉1 太休泊1 太東中1 太休泊1
白石  悠貴 12''55 島村　岳 12''56 関口　颯人 12''63 山田  健心 12''73 大谷虎汰郎 12''96 福島　眞紘 13''01 山本  翔太 13''09 高橋　伶武 13''12
太太中2 太国際2 太旭中2 太休泊2 太東中2 太城西2 太休泊2 太南中2
新井  京介 4'29''73 宇土　翔太 4'32''52 阿部  雷童 4'32''58 ﾒﾘｶﾄﾞ ﾛﾊﾞｰﾄｿﾝ 5'00''70 朝倉　康成 5'02''18 青木　陽央 5'09''91 栗原　　太芽 5'23''77
太太中2 太生品2 太休泊2 太東中2 太尾島2 太宝泉2 太城東2
白石  悠貴 5m52 木村　眞琴 4m84 高澤　康生 4m74 山田  健心 4m40 齋藤　獅童 4m35 ヴィダル　マラカイ 4m31 大町　世翔 4m24 橋本　航 3m85
太太中2 太東中2 太旭中2 太休泊2 太城西2 太国際2 太旭中2 太旭中2
島村　岳 24''94 田端　竜成 25''00 津田　大和 25''21 村山  哉斗 26''25 小田　滉太 26''45 上坪　けいご 26''74 木村　眞琴 26''88 須藤  掠央 27''03
太国際2 太尾島2 太薮塚2 太休泊1 太東中2 太旭中1 太東中2 太休泊1
安野　雄翔 62''30 ヴィダル　マラカイ 66''19 玉木　　蓮 67''84 宮地　魁輝 71''38
太薮塚2 太国際2 太城東2 太旭中2
萩原　拓己 2'16''48 鈴木　虹翔 2'18''76 神谷    伯 2'26''46 青木　陽央 2'27''07 馬場  健斗 2'30''85 栗原　　太芽 2'30''99 五十嵐　唯 2'31''22 玉木　　蓮 2'40''84
太生品1 太国際1 太太中2 太宝泉2 太休泊1 太城東2 太木崎1 太城東2
大竹  実吹 9'33''76 宇土　翔太 10'00''47 阿部  雷童 10'01''20
太太中1 太生品2 太休泊2
津田　大和 18''76 佐藤　陸斗 19''93 須藤　幸汰 20''26 丸岡　　漣 20''84
太薮塚2 太城西2 太薮塚1 太東中2
太旭中 49''45 太東中 50''84 太城西 51''00 太南中 51''32 太国際 51''39 太城東 51''58 太休泊 52''17 太薮塚 53''29

小田　滉太 1m35
太東中2
今尾　　真人 6m95 髙良  隼人 6m01 東宮　輝人 5m68 久保　快都 5m64 須藤　幸汰 5m58 須藤　幸輝 4m86
太城東2 太太中1 太東中1 太薮塚1 太薮塚1 太薮塚1
成澤　柚日 13''20 増田　泉 14''16 木戸  瑚白 14''28 木村　真奈 14''48 星野　智慧 14''53 高田　侑那 14''57 襟川  日和 14''73 秋山　心美 14''88
太薮塚1 太国際1 太太中1 太薮塚1 太国際1 太南中1 太太中1 太東中1
中村　心香 2'25''98 髙岸  千愛 2'29''25 阪下　愛純美 2'30''38 相子　優衣 2'31''23 飯塚　菜々美 2'40''86 早川  莉央 2'41''03 安田　める 2'42''28 眞舩  若奈 2'44''06
太尾島1 太太中1 太木崎1 太宝泉1 太尾島1 太太中1 太尾島1 太太中1
成澤　柚日 5m05 佐藤    汐 3m97 増田　泉 3m86 鈴木　心美 3m86 對比地咲華 3m78 矢羽香津紀 3m73 新井　硯迦 3m72 相場　悠衣 3m65
太薮塚1 太太中1 太国際1 太薮塚1 太東中1 太太中1 太薮塚1 太東中1
杉山　　咲 13''42 今井　美羽 13''73 横倉　杏 13''76 松本さくら 13''80 寺井　優月 13''80 茂木　緩乃音 14''00 関戸　美咲 14''20 茂木　晴香 14''24
太城東2 太宝泉2 太生品2 太太中2 太宝泉2 太尾島2 太東中2 太宝泉2
奥谷　　凜 2'26''45 梅澤　楓 2'27''28 河南  萌生 2'32''72 関　葵衣 2'34''00 長谷川　未祐 2'43''90 川野　楓果 2'46''24 﨑村　美羽 2'51''41 岩瀬  妃那 2'59''27
太東中2 太尾島2 太太中2 太木崎2 太城東2 太東中2 太毛中2 太太中2
今井　美羽 4m72 浅古　　夏菜 3m92 高橋　亜仁香 3m88 清水　　美渚 3m79 植松　水歌子 3m79 田口　　凜 3m55 井上　瑠華 3m06
太宝泉2 太城東2 太国際2 太城東2 太国際2 太東中2 太薮塚2
横倉　杏 27''81 杉山　　咲 28''06 寺井　優月 28''71 松本さくら 28''73 木戸  瑚白 28''99 新井　硯迦 29''35 吉村  香穂 29''62 河南  萌生 29''63
太生品2 太城東2 太宝泉2 太太中2 太太中1 太薮塚1 太太中2 太太中2
髙岸  千愛 5'06''76 相子　優衣 5'10''02 関　葵衣 5'17''40 早川  莉央 5'18''85
太太中1 太宝泉1 太木崎2 太太中1
木村　真奈 19''69 浅古　　夏菜 20''33 相場　悠衣 20''81 大島　彩奈 21''55 時田　恋華 22''89
太薮塚1 太城東2 太東中1 太東中2 太東中2
太城東 54''45 太宝泉 54''73 太太中 55''15 太薮塚 55''39 太東中 55''64 太国際 56''42 太南中 56''80 太東中 59''42

松本  絆来 1m40 星野　智慧 1m40 竹ヶ原　　奏 1m25 坂間　杏津 1m25 石井　沙羅 1m20 荒井    凛 1m20
太太中2 太国際1 太城東2 太宝泉2 太東中2 太太中1
井上　瑠華 9m84 岩瀬  妃那 4m97
太薮塚2 太太中2

休泊 55.5 東 55 太田 54 国際 49 旭 44 薮塚 39 城西 34 生品 27
太田 96 薮塚 52 城東 52 宝泉 51 東 43 国際 27 尾島 22 木崎 17
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