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順位 学 校 名 記　録 備 考 順位 学 校 名 記　録 備 考

1 国分寺北部 川西　巧晟 新居　拓大 吉田　来綺 今澤　宏樹 58.76 大会新 1 太 田 南 添木　咲良 丸尾日奈子 眞部　聖菜 畑　　瑞稀 61.72

2 太　　田 村上　智紀 溝渕　敏弘 安藤　舜祐 若杉　公靖 59.85 大会新 2 円　　座 奴賀  杏朱 岸上和佳奈 中西  日菜 藤嶋　華妃 62.02

3 太 田 南 垣成　勇輔 米田　圭汰 齋藤　圭亮 坂田　　陸 59.92 大会新 3 木　　太 入江　優希 菊田　実里 松岡えみり 髙橋　芹奈 62.84

4 仏 生 山 平田　　宗 大川　音響 田中　　瑛 箸尾　太陽 59.99 4 木 太 南 谷條　真子 榎本　凪紗 榎本　愛弓 西岡里佳子 63.26

5 国分寺南部 志度　慶伍 海田　晃希 瀬戸　翔天 塩田  大起 60.08 5 古 高 松 馬場　文菜 内山ももか 末原　　楓 水田　陽菜 63.28

6 屋 島 西 横手　葉月 森本　斗也 瀧川　　航 寺本　　蓮 60.23 6 木太北部 中川　詩菜 小山　侑生 細川さくら 神前　奈津 63.62

7 牟 礼 南 谷　　優作 中西愁ノ介 和田　温陽 青木　貴也 60.59 7 国分寺南部 宮本アヤ菜 市村　日和 佐々木彩結 重元　朔那 63.76

8 弦　　打 塩谷　太陽 加藤　　將 岡本　基生 小松　昇生 60.71 8 弦　　打 西原　　楓 浦川　珠緒 稲村　美月 森　　朱奈 63.97

9 新 番 丁 井手　啓太 弓取　新汰 渦岡　祐貴 小川　航平 60.72 9 亀　　阜 越智ゆいか 佐藤　美怜 小坂田文乃 三好　伶奈 64.26

10 中　　央 浅沼　　蓮 永井信比己 蒲田　成悟 佐藤　千宙 60.79 10 高松第一 古市　彩乃 朝倉　杏音 川西　絵莉 川田　由紀 64.33

11 川　　岡 髙岡　冬真 宇喜多　柾 村尾　　俊 髙木壯一郎 60.82 11 牟 礼 北 天野　里瑚 寺井　祈愛 酒巻　菜穂 高田　和佳 64.48

12 木 太 南 堀上　　翔 喜田　隼麻 重松　克哉 岩佐麟太郎 60.90 12 新 番 丁 谷口美南海 武井　星彩 真柴　暉奈 松野　杏美 64.57

13 屋　　島 境　大治郎 桝谷　海吏 西岡　丈誠 髙尾　瑞輝 61.46 13 太　　田 久米　紗楓 樋口まどか 大西　彩友 半田　美有 64.61

14 古 高 松 岡井　海斗 塩田　知也 石河　大空 髙木　梨玖 61.47 14 中　　央 松原　早紀 井上　　桜 田坂　萌愛 原田　麗夢 64.70

15 木太北部 土井　克己 武田　愛斗 谷野未希斗 中山未空翔 61.56 15 屋 島 西 真壁　鼓音 渡邉早紀子 木村　　旭 橋本　翔月 64.77

16 浅　　野 吉倉　百汰 亀田　侑叶 中條　郁仁 土岐　佳依 61.85 16 大　　野 岡　　那穂 須田　有純 井本　有彩 大山　桜花 64.78

16 栗　　林 前川　尚生 来代　昂平 三村　天晴 西岡　　剛 61.85 16 多　　肥 川西　里奈 河田　真優 竹本　早希 徳田　萌花 64.78

18 香　　南 岸上　弘樹 佃　　祥太 森　　透麻 槌本　康太 61.86 18 十　　河 宮武　若葉 竹歳　瑞希 西原　知聡 笠井　穂香 64.79

19 川　　添 横田　成哉 村井　颯馬 今井　勇気 香西　直樹 62.31 19 林 生島　千寛 藤澤　　愛 船田　佳鈴 宮地　優空 64.92

19 川　　島 山口　　翔 永良　　翔 滝本　悠人 山原　聖也 62.31 20 下 笠 居 藤澤沙也香 柳谷　優夏 都島　涼香 谷澤　亜矢 64.95
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1 木　　太 田中　大梧 緒方　一真 平山　　慧 丸山　陽向 54.50 大会新 1 国分寺北部 水谷麻里菜 宮崎ゆうな 岡田　はな 横山　那々 58.70

2 太　　田 大西　直輝 岡村　俊輔 白石　　崚 當間　康太 55.02 大会新 2 檀　　紙 山本　咲良 末武　茉莉 森本　春華 大藪　冴伽 59.21

3 高松第一 宮武　賢汰 増田　大夢 藤田　大雅 三崎　智行 55.60 大会新 3 国分寺南部 廣見　結衣 紺田　遥加 山田ひろは 秋山　晴香 59.42

4 檀　　紙 市原　光晴 穴吹　瑛緒 田井　千翔 谷本　晟基 55.63 大会新 4 木　　太 平池　美月 太田のどか 小松　真子 濵野　玲奈 59.94

5 栗　　林 谷口　聖弥 宮﨑　智大 福﨑　友喜 村上　　礼 55.98 5 太 田 南 松浦　由依 大久保さくら 古市　彩乃 井田菜々香 60.10

6 浅　　野 德田　　凜 藤澤　琉唯 細川　彰太 湯浅健太郎 56.15 6 栗　　林 尾﨑まどか 齊藤　亜美 河田菜々子 小八重藍衣 60.42

7 古 高 松 矢野　雄大 青葉　　新 荻田　類斗 塩谷　飛羽 56.20 7 屋　　島 福井　心音 大社　　葉 朝倉　奈未 筒井　奏帆 60.83

8 牟　　礼 立石　愛翔 横山　太一 八十岡捺芽 藤井　寿人 56.26 8 中　　央 浅井　萌花 北川　瑞季 森岡　珠菜 伊藤あすか 60.91

9 亀　　阜 村尾　友務 山中　　了 髙嶋　敬祐 新川　　輝 56.45 9 太　　田 横山　出雲 岡﨑　涼子 合田祐依花 越智　涼香 61.05

10 一　　宮 藤田　健汰 富田　耀介 中井　晟哉 西岡　幸輝 56.65 10 亀　　阜 香川　郁実 河北　彩希 松本　祐佳 萱野　実優 61.07

11 香　　西 田井　遥基 秋山　悠太 久保　祥汰 髙橋　慶亘 56.71 11 仏 生 山 朝日　小晴 平井　千尋 関　　恵実 薮下　瑞希 61.09

12 牟 礼 南 新鞍　大志 髙木　利岐 小山　航平 上北光太郎 56.86 12 前　　田 植田　萌恵 廣瀬　　遥 安西　若菜 川田璃実華 61.26

13 川　　添 青野　光希 落合　拓己 幸　　聖也 間嶋　　亮 57.13 13 円　　座 北尾　礼那 岡村あすか 國田　愛実 平木ともか 61.27

14 新 番 丁 川口　聖和 夏見　月郎 天雲　康徳 川畑　一真 57.19 14 古 高 松 杉山　由依 大野本優衣 安田　萌恵 石川菜々香 61.61

15 国分寺南部 佐川　雄亮 蔵本　　仁 森末　拓翔 土井　継斗 57.24 15 川　　島 三﨑　の杏 林　　南緒 松本　美咲 植田　雅姫 61.64

16 十　　河 後藤　祐哉 蓮池　　湧 溝渕　達也 向井　颯吾 57.40 16 庵　　治 野中　　遥 西　純美礼 早川梨里花 寿賀　未来 61.89

17 鶴　　尾 夘目　雅人 髙木　直生 深谷　海斗 深谷　雅典 57.43 17 古高松南 吉田　彩乃 牟礼明日香 森　　梨菜 金髙　百倖 61.97

18 仏 生 山 三好　康介 東原　弘起 藤本　成晃 山下　恭平 57.49 18 鬼　　無 宮武　　瞳 西郷　栞奈 溝田梨々花 谷川　奈美 62.15

19 川　　島 出淵　航輝 松原　璃良 植田　英豊 上原　彰将 57.69 19 香　　西 大西　裕子 濵元あすか 髙橋　可愛 松本　彩冴 62.16

20 太 田 南 三好　輝來 笠井　浩亮 香西　修吾 山田　晃司 57.90 20 花　　園 福岡　未悠 植田　海音 望月悠理香 　中川　絢巴　 62.44

55.80 58.11

氏　　　　名 氏　　　　名

氏　　　　名 氏　　　　名

6年男子４００ｍＲ 52.3 6年女子４００ｍＲ 56.1

5年男子４００ｍＲ 57.1 5年女子４００ｍＲ 58.1

59.94 61.19


