
種目 ①位 ②位 ③位 ④位 ⑤位 ⑥位 ⑦位 ⑧位
石田 唯衣斗 松波  由樹 塩尻  壱月 岡本 理都 金子 瑛大 中山 景太 二見 悠聖 市川 惺南
よしいAC 境町クラブ 境町クラブ 境町クラブ チームAZ 碓氷クラブ 碓氷クラブ 碓氷クラブ

8"03 8"51 8"65 8"66 9"02 9"11 9"40 9"45
阿左美 守彦 横田 昊 櫻井 麻貴 伊藤 継仁 住田 啓輔 新嶋 笙 金子 清隆 須田 博樹
チームAZ 新島学園中 新島学園高 新島学園中 碓氷クラブ 新島学園中 チームAZ 新島学園中

11"91 11"98 12"04 12"64 12"65 12"81 13"19 13"24
佐藤 那瑠 高橋 諒 白石 秀明 山﨑 幹泰 高橋 悠太 二見 悠聖 市川 惺南 佐藤 光翼
新島学園中 碓氷クラブ 吾妻榛嶺クラブ 碓氷クラブ 碓氷クラブ 碓氷クラブ

2'16"27 2'20"99 2'43"71 2'49"77 2'55"77 3'16"29 3'22"39 3'39"99
佐藤 太亮 森田 遥斗 松原  稜画 松橋  逞 笠原  仁稀 大前 輝来 岡本 理都 加辺 湊大
よしいAC よしいAC 境町クラブ 碓氷クラブ 境町クラブ 碓氷クラブ 境町クラブ よしいAC
3'24"67 3'25"31 3'27"32 3'28"15 3'29"37 3'30"56 3'31"76 3'33"39

谷川 航太 秋山 哲聖 矢島 昂龍 細野 智 片岡 紅 高橋 諒 富澤 拓海 金子 達哉
新島学園中 新島学園高 チームAZ 新島学園中 新島学園中 チームAZ

4'15"69 4'31"57 4'32"30 4'36"99 4'51"96 4'53"20 5'02"65 5'20"57
富岡 蒼太 藤原 央惺
よしいAC 碓氷クラブ

9"04 9"09
新島学園中 碓氷クラブA 碓氷クラブB 新島学園中高 チームAZ

31"72 39"75 41"52 2'13”37 2'22"41
黛 紀行 宮口 耀

碓氷クラブ 碓氷クラブ
1m30 1m25

阿左美 守彦 織田 悠輝
チームAZ 碓氷クラブ

6m50 4m04
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種目 ①位 ②位 ③位 ④位 ⑤位 ⑥位 ⑦位 ⑧位
西田  紗空 神宮 陽菜 久保村 澪 宮前 華 田中  咲優 田代 優衣 田島  望桜 内城  瑠菜
境町クラブ よしいAC 碓氷クラブ よしいAC 碓氷クラブ 境町クラブ 境町クラブ 境町クラブ

8"35 8"38 8"89 8"99 9"39 9"52 9"67 9"85
川田 夏鳴 山口 萌乃 大和 美早紀 広瀬 遙乃 富田 莉々香 桑原 理緒 久保村 颯 五十嵐佳奈
新島学園高 新島学園高 高松中 碓氷クラブ 碓氷クラブ 古巻中 碓氷クラブ 境町クラブ

13"61 13"75 14"48 14"52 14"54 14"56 14"72 14"92
高木 なるみ 落合 優希奈 矢島 好逢 ズゴーラ 海羽 瀧本 舞桜 古井戸 苺花 津坂  芹里 町田  小雪
新島学園高 甘楽中 新島学園高 新島学園中 新島学園中 よしいAC 境町クラブ 境町クラブ

2'19"15 2'21"53 2'25"71 2'33"54 2'34"49 2'37"39 2'40"65 2'42"23
落合 優希奈 黒澤 心菜 田代 莉奈子 大沢 紗野 樋口 里桜 松岡 愛優 舘野 眞子 佐藤 楓華

甘楽中 藤岡東中 新島学園中 新島学園中 新島学園高 新島学園高 新島学園中 安中二中
4'45"25 4'50"53 4'51"10 5'10"64 5'13"54 5'15"46 5'16"74 5'16"77

久保村 颯 三井 愛
碓氷クラブ 碓氷クラブ

8"86 10"63
新島学園高 碓氷クラブA 碓氷クラブB 碓氷クラブC

33"54 36"49 41"08 42"00
黛 月菜

新島学園高
1m50

富田 莉々香
碓氷クラブ

4m17
白鳥 美羽 藤野 萌嘉 水無瀬 実央
新島学園高 新島学園高 塚沢中

10m54 9m12 5m92
砲丸投
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