
大会記録（手）
大会記録（写）

順位 学 校 名 記　録 備 考
1 浅　　野 湯浅健太郎 藤澤　琉唯 德田　　凜 細川　彰太 59秒94
2 亀　　阜 髙嶋　敬祐 藤田　　奏 寺島　蒼也 村尾　友務 60秒09
3 古 高 松 荻田　類斗 青葉　　新 矢野　雄大 塩谷　飛羽 60秒24
4 庵　　治 桝田　優斗 塩田　侑也 元家　瑛也 山口　岳斗 60秒32
5 栗　　林 廣瀬　丈城 高木　　翼 三野　凌誠 村上　　礼 60秒48
6 新 番 丁 十川　大輝 川畑　一真 平田　大貴 天雲　康徳 60秒54
7 太　　田 竹村　優陽 白石　　崚 竹本　帆希 田中　優佑 60秒67
8 牟 礼 南 岩本　卓磨 上北光太郎 小山　航平 高木　利岐 60秒81
9 川　　添 青野　光希 南　　雄太 曽根　壱心 幸　　聖也 61秒21
10 屋 島 西 滝　　一樹 湊　　倫功 山﨑　　要 木谷　亮太 61秒31
11 弦　　打 平山　翔也 久保　怜央 鎌田　歩希 森田　貫佑 61秒36
12 国分寺南部 森末　拓翔 土井　継斗 木下　拓哉 佐川　雄亮 61秒38
13 下 笠 居 平石　　稜 地下　亮太 泉谷　咲杜 岡﨑　悠太 61秒42
14 国分寺北部 穴吹　隼人 内田　悠太 齋藤　翔太 中山　航輔 61秒43
15 鶴　　尾 深谷　雅典 髙木　直生 河野　　聖 深谷　海斗 61秒50
16 高松第一 唐渡　弘成 宮武　賢汰 川田　航大 三崎　智行 61秒52
17 多　　肥 髙橋　佳宏 森　　一陽 中西　亮太 中西　奏多 61秒58
18 仏 生 山 谷定　滉太 東原　弘起 熊井　正幸 山下　恭平 61秒58
19 香　　西 久保　祥汰 秋山　悠太 寳野　義友 景政　雄斗 61秒68
20 木 太 南 前田　京佑 平野　歓大 岡田　晃輝 板東　帝太 61秒77

大会記録（手）
大会記録（写）

順位 学 校 名 記　録 備 考
1 太 田 南 井田菜々香 松浦　由依 大久保さくら 古市　彩乃 61秒19
2 国分寺北部 岡田　はな 橋本　沙月 横山　那々 水谷麻里菜 61秒56
3 国分寺南部 宮武　愛海 秋山　晴香 兎子尾眞結 山田ひろは 62秒00
4 檀　　紙 森本　春華 末武　茉莉 池見　花音 大藪　冴伽 62秒17
5 古 高 松 杉山　由依 大野本優衣 石川菜々香 冨田　優奈 62秒53
6 木 太 南 谷口　愛佳 濱野　瑠菜 東條　愛加 小松　桜空 62秒73
7 一　　宮 前田陽花梨 亀井　桜来 三木　陽菜 高科　千織 63秒42
8 木　　太 濵野　玲奈 太田のどか 小松　真子 平池　美月 63秒46
9 中　　央 西山　　和 北川　瑞季 森岡　珠菜 伊藤あすか 63秒84
10 新 番 丁 大倉　海祐 造田　知余 竹野　里菜 真柴　瑞季 63秒95
11 古高松南 平賀　文菜 八十嶋衣吹 吉田　彩乃 牟礼明日香 64秒59
12 浅　　野 髙橋さくら 土岐　美優 安富　　鈴 鈴木　愛実 64秒62
13 栗　　林 海田　理子 河合　花菜 尾﨑まどか 宇野　来海 64秒67
14 仏 生 山 加藤　朱莉 平井　千尋 関　　恵実 藪下　瑞希 64秒81
15 香　　西 濵元あすか 松本　彩冴 大西　裕子 髙橋　可愛 64秒82
16 木太北部 山本　尚子 露本　理沙 平田　奈々 西川桃々香 64秒98
17 前　　田 植田　萌恵 廣瀬　　遥 権藤　未来 安西　若菜 65秒08
18 香　　南 三好ヒカル 西村　歩優 西田　初音 長友　実夢 65秒13
19 林 伊勢浜陽菜 柳橋　りな 河野  優羽 橋口　亜美 65秒42
20 十　　河 新貝　　恋 関元まなみ 西畑　沙羅 中井　春奈 65秒43

大会記録（手）
大会記録（写）

順位 学 校 名 記　録 備 考
1 栗　　林 田邉　怜央 桑鶴　礼於 神鳥　仁郎 山橋　海斗 55秒80
2 附属高松 村上　智哉 佐藤　大洋 森石　新大 豊永　昂生 55秒82
3 太 田 南 川田　大晟 筒井　聖弥 田中　大地 多田　翔大 56秒09
4 川　　島 植田　英椰 安富　大和 東　　佑馬 柳父　英俊 56秒33
5 多　　肥 野田　龍生 大空　将也 桜井颯一朗 飛倉　爽汰 56秒46
6 高松第一 岩部　　圭 山田　敦士 渡辺　康太 西口　　慧 56秒52
7 国分寺北部 久保　航哉 野田　裕也 宮脇　颯汰 森　　隼人 56秒60
8 一　　宮 青木　涼雅 吉田　和真 中西　堅介 谷本　将虎 56秒62
9 中　　央 北川　拓美 伏石　睦海 吉田　啓人 岡田　和貴 56秒69
10 屋　　島 檜垣　勇翔 岩田　隆志 羽月　珠唯 川﨑　康生 56秒77
11 檀　　紙 宮本　竣也 松下　敬吾 上井　大空 堀　　太致 57秒06
12 木太北部 末永虎士朗 湊　　厚心 野中　　嶺 太田　知良 57秒22
13 太　　田 太田　怜夢 藤島　早登 松榮　秀真 榊原　幸作 57秒27
14 仏 生 山 佐藤　壱茶 大平　将也 木村　圭吾 山城　正人 57秒37
15 国分寺南部 宮脇　大治 造田　陵生 佐藤　　駿 山口　滉斗 57秒41
16 屋 島 西 園田　凌平 島　　成来 辰已　　諒 森本　来夢 57秒46
17 新 番 丁 植田　智大 岡野　紘大 岸本　将翔 西谷　　航 57秒47
18 下 笠 居 小川夏央鷹 上野　雅彦 横井　朋記 吉田　遥稀 57秒49
19 古高松南 八十嶋一斗 山下　夏輝 山本　　航 吉田　一喜 57秒72
20 香　　西 山本　祥誓 秋山　涼太 川西　　海 堀川　　涼 57秒75

大会記録（手）
大会記録（写）

順位 学 校 名 記　録 備 考
1 木 太 南 岡本　桃香 岡原　吏櫻 榎本　結月 岡山　奈央 58秒11
2 太 田 南 延　穂乃花 立野　夏未 高橋　　萌 鈴木　美雅 58秒17
3 亀　　阜 河内　梨緒 犬飼　　萌 松下　成美 槫谷奈菜子 58秒45
4 木太北部 高田　結菜 藤居　咲帆 林田　怜奈 重藤　萌里 58秒86
5 一　　宮 西岡侑希乃 安富　由奈 白田　　光 馬場和佳奈 59秒09
6 屋　　島 石原　　花 大柴菜々子 中川　彩香 脇　　彩華 59秒12
7 太　　田 横川みさと 請川　綾美 宮脇　理帆 小川　暖果 59秒76
8 浅　　野 山口　　瞳 藤本　陽菜 安川　実宥 大森小百合 59秒84
9 中　　央 國村　侑美 河野　栞李 田中　麻奈 関　　真心 60秒23
10 古高松南 柳川　丞美 髙原　鳳姫 鈴木　彩香 松下　真子 60秒36
11 仏 生 山 佐々木　結 近石七都乃 二羽　杏美 濱田明花里 60秒43
12 多　　肥 北風　奈緒 合田有里那 根本　若奈 瀬川華乃子 60秒44
13 屋 島 西 中西　梨聖 細川　　舞 吉松　穂風 古谷　嗣実 60秒76
14 栗　　林 李　　美璃 池添　湖花 荒川　　心 髙橋　美優 60秒85
15 高松第一 谷　こころ 宮西　月実 久保　杏奈 蓬莱由香里 60秒86
16 古 高 松 野﨑　彩椰 関本　奈央 片山　和夏 喜多　若菜 61秒19
17 香　　南 中名　桃子 新井さくら 山田　美月 横井　伶亜 61秒25
18 円　　座 川東奈々世 平井奈々美 土井　　遥 山﨑　百葉 61秒39
19 鬼　　無 平田　理紗 小柳　香穂 諏訪ひかり 久保　一華 61秒41
20 庵　　治 岡本　莉奈 武市　梨花 天野　鈴菜 三木　望未 61秒70
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