
種目 ①位 ②位 ③位 ④位 ⑤位 ⑥位 ⑦位 ⑧位
佐藤 光翼 大塚 陸翔 落合 陸斗 小林 可夢偉 宮澤 祥

碓氷クラブ よしいＡＣ よしいＡＣ 碓氷クラブ 碓氷クラブ
9"19 9"76 10"40 10"81 11"20

阿左美 守彦 横田 昊 伊藤 継仁 田中 朝翔 菅野 凌玖 吉村 琉義 西村 政俊 神戸 咲也
チームAZ 新島高 新島中 G・P・R・T 碓氷クラブ 新島中 境クラブ 碓氷クラブ

12"01 12"31 12"60 12"67 13"42 13"53 13"97 14"28
塚田 魁士 綿貫 喜輝 塩尻 壱月 小林 可夢偉

G・P・R・T 碓氷クラブ 境クラブ 碓氷クラブ
2'08"20 2'19"62 2'50"00 3'34"06

大前 輝来 河端 斗亜 塩原 大和 岡本 理都 梶原 惟吹 須田  悠 森田 青空 橋本 琉生
碓氷クラブ 境クラブ 境クラブ 境クラブ よしいAC 境クラブ よしいAC 境クラブ

3'18"12 3'21"15 3'27"73 3'32"06 3'33"87 3'33"98 3'37"46 3'41"57
細野 夏輝 細野 智 金子 達哉 大澤 芳明 塩原 源都 加辺 湊大 齊藤 望咲 弦巻 怜旺
前橋南高 チームAZ チームAZ G・P・R・T 境クラブ G・P・R・T 妙義中 妙義中
4'20"31 4'37"16 4'45"79 5'05"18 5'09"98 5'14"25 5'26"70 5'31"06

秋山 哲聖 大沢 剣慎 大澤 芳明
新島中 新島中 G・P・R・T
9'48"18 10'39"11 10'54"08

碓氷クラブ 妙義中 境クラブB よしいAC
34"56 34"80 39"66 40"99

新島中高 チームAZ
2'10"12 2'16"66

阿左美 守彦 粕川  翔大朗 横田 昊 神戸 咲也 荒川 温大 白石 大雅
チームAZ 高南中 新島高 碓氷クラブ 碓氷クラブ 碓氷クラブ

5m95 5m86 5m40 4m63 3m57 3m29
設樂 鷗玄 吉村 琉義

妙義中 新島中
9m16 8m10
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種目 ①位 ②位 ③位 ④位 ⑤位 ⑥位 ⑦位 ⑧位
塚田 ひより 山口 茉優 宮前 心 宮澤 楓 
G・P・R・T よしいＡＣ よしいＡＣ 碓氷クラブ

9"27 10"37 10"50 15"64
八木  栞南 富田 莉々香 嶋田 優菜 富張 菜穂 石井 陽茉莉 佐藤 夢華 齋藤 妃奈乃 岡田 明花

高南中 新島中 妙義中 妙義中 妙義中 碓氷クラブ NAC NAC
13"72 14"02 14"18 15"04 15"32 15"44 15"82 15"96

朝日 花音 町田 小雪 柴崎 南杜 南澤 咲良 鈴木 沙季 大塚 愛梨 西田 紗空 近藤 沙耶
境クラブ 境クラブ 妙義中 境クラブ 境クラブ 境クラブ 境クラブ 境クラブ
2'33"79 2'37"11 2'44"27 2'45"17 2'46"75 2'47"00 2'51"15 2'51"22

岡本 理玖 寺井 柚乃 古井戸 梨花 田代 柚希
境クラブ 境クラブ NAC 境クラブ
3'30"08 3'37"25 3'41"25 3'47"13

古井戸 苺花 石坂 紗楽
新島中 新島中
5'15"67 5'20"03

神戸 心春 関口 栞
碓氷クラブ 碓氷クラブ

9"67 9"69
石井 陽茉莉

妙義中
15"09

妙義中A 境クラブA 碓氷クラブA 碓氷クラブB よしいAC 碓氷クラブC
34"92 37"02 38"97 39"27 40"81 41"12

富張 菜穂 神戸 心春
妙義中 碓氷クラブ
1m30 1m05

久保村 澪 茂木 萌恵
碓氷クラブ 妙義中

3m42 3m27
渡邉 花菜

妙義中
5m06
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