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順位 学 校 名 記　録 備 考 順位 学 校 名 記　録 備 考

1 屋　　島 浜浦　開司 池田晴太朗 金子　凛平 浅野　翔吾 60.16 1 新 番 丁 田井　彩晴 加藤　花果 今井　瑞穂 横田　麻希 60.68 大会新

2 新 番 丁 吉野　雅久 弓取　晃汰 東　晃太朗 山本　啓暉 60.34 2 川　　島 森近　梨音 谷村　七海 白川　京楓 荒木沙有理 62.58

3 牟　　礼 原田　康幹 高田　優作 多田　蒼生 近石　海吏 60.78 3 木 太 南 植村　桃子 細谷　侑生 亀友　來未 鎌田　菜月 62.95

4 太 田 南 市原　立暉 渡邊　升翔 安部　凱葵 井櫻　悠人 60.92 4 仏 生 山 近藤　陽菜 乾　　知里 山下千紗登 宮武　知花 62.99

5 附属高松 次田　颯汰 宮脇　　彬 渡瀬　一樹 河田　恭弥 60.93 5 一　　宮 水野　　萌 前田　理咲 山下ひとみ 窪田　千裕 63.06

6 牟 礼 南 大西　敦樹 多田　健心 穴山　來夢 中村　　快 61.14 6 円　　座 西原　亜美 尾上　莉沙 出間日芽花 儀間　萌香 63.12

7 木　　太 市川　昌太 谷口　直紀 山下　翔永 泉　　聖斗 61.19 7 太　　田 横川　恵光 太田　遥香 石川　　紅 森垣　奈々 63.25

8 木 太 南 中村　颯太 寺川　朋輝 池田真那斗 山西　彩斗 61.26 8 木　　太 菰渕　　倫 眞鍋　彩花 太田　幸葵 浜浦　美瞳 63.41

9 国分寺南部 木下　那月 岡川　雅哉 井関　隆弥 岡川加寿哉 61.46 9 大　　野 田中　美翠 林　　優芽 江岡　佳優 﨑川怜衣音 63.91

10 屋 島 西 入倉　一仁 矢野　颯海 山下　昇希 森　　光希 61.77 10 浅　　野 谷川　日菜 黒川　莉央 宮崎　春菜 平田　萌恵 64.03

11 川　　東 山地　康平 三鍋　健太 川村　大和 武田　琉星 61.80 11 林 安友　美桜 平山　葉月 淀谷　　遥 小野坂天快 64.34

12 川　　添 松下　太一 大河原弥空 高橋　太一 南　　昂志 61.87 12 多　　肥 沖山実菜帆 上野莉々子 江本　梨沙 浮橋　美晴 64.43

13 大　　野 雨嶋　幹大 柳生　青空 松原　勇翔 北畠　啓吾 61.97 13 国分寺南部 鷲辺　咲子 松永　舞羽 亀野　怜音 浮田　優奈 64.51

14 円　　座 髙谷　祈良 北村　洸芽 渡辺　和大 田岡　　乱 61.99 14 太 田 南 古川穂乃花 大島　深愛 田井　日菜 齋藤明日花 64.59

15 木太北部 赤松　　陽 梅田　空琉 小西　裕也 中尾　洸陽 62.00 15 栗　　林 中嶋　夏萌 樋口絵里奈 佐々木ひまり 黒川　妃依 64.65

16 中　　央 髙田　雅樹 大西　莉久 渡邊　佳亮 田原　蒼大 62.03 16 古 高 松 平田　舞花 塩谷　美羽 三宅　真央 大谷　結未 64.70

17 香　　南 目黒　矢晃 森　　奏真 松山　朔生 佃　　晴斗 62.08 17 木太北部 藤代　彩希 露本　結希 加瀨　彩花 湯淺菜々子 64.79

18 太　　田 土岐祐一郎 合田　琉雅 村岡　熙一 岡根　　聖 62.15 18 附属高松 美野心乃美 藤本菜々子 香西　菜乃 安賀　捺海 64.93

19 香　　西 鍋島　愛翔 平山　　翔 北尾　拓磨 佐野　友哉 62.23 19 下 笠 居 美藤　奏羽 髙橋　みみ 櫨林　桜子 吉田　澪音 64.97

20 古 高 松 川辺　琉海 善家　晴琉 松田　尚大 堀　　颯斗 62.39 20 中　　央 近藤　朱夏 中川　諒子 東　　那歩 黒川　結菜 65.18
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1 新 番 丁 大場　洋真 小川　航平 渦岡　祐貴 前川舜之介 55.77 1 新 番 丁 松野　杏美 水藤　愛子 武井　星彩 谷口美南海 59.66

2 屋 島 西 瀧川　　航 寺本　　蓮 横手　葉月 森本　斗也 56.28 2 円　　座 中西　日菜 岸上和佳奈 奴賀　杏朱 藤嶋　華妃 59.79

3 国分寺北部 今澤　宏樹 山本　雅也 大井　海人 吉田　来綺 56.31 3 太 田 南 添木　咲良 眞部　聖菜 三橋　結衣 畑　　瑞稀 60.10

4 浅　　野 亀田　侑叶 長尾　祐亮 土岐　佳依 長谷川　亮 56.42 4 木 太 南 谷條　真子 榎本　凪紗 馬場　晶子 西岡里佳子 61.02

5 仏 生 山 箸尾　太陽 平田　　宗 大川　音響 畑本　悠希 56.55 5 木太北部 村上　　怜 小山　侑生 中川　詩菜 神前　奈津 61.04

6 太　　田 山本　　駿 若杉　公靖 安藤　舜祐 若松　壮志 56.68 6 亀　　阜 三好　伶奈 佐藤　美怜 上島りんご 越智ゆいか 61.13

7 川　　島 山原　聖也 谷本侑一朗 西丸　友基 滝本　悠人 57.50 7 古 高 松 馬場　文菜 内山ももか 末原　　楓 水田　陽菜 61.22

8 川　　岡 髙岡　冬真 村尾　　俊 諏訪一玖巳 清水遼太郎 57.58 8 国分寺北部 低田妃良莉 河合　　楓 北谷　瑠花 碣石　朱音 61.36

9 古高松南 星野　拓海 宮脇　孝輔 住谷　大晴 村川　　諒 57.61 9 林 宮地　優空 船田　佳鈴 藤澤　　愛 川西　希歩 61.42

10 多　　肥 川口　昂聖 津田　悠生 山﨑　健太 山﨑　康太 57.62 10 大　　野 須田　有純 大山日菜詩 植田　乃愛 大山　桜花 61.62

11 下 笠 居 塩谷真那斗 茨田　拓海 鎌田　真孟 髙橋　翔真 57.68 11 附属高松 池田茉祐佳 桑原　絵美 原　　凜乃 河野　紗貴 61.65

12 円　　座 永井　景太 迫田　瑛貴 モーラー潤エドワード 藤本　真悟 57.79 11 川　　添 真水帆乃香 岡田　奈子 北村　陽菜 白石　萌絵 61.65

13 香　　西 石尾　歩夢 若崎　佳男 青峰　良瑛 北風　龍乙 57.83 13 高松第一 古市　彩乃 朝倉　杏音 川西　絵莉 川田　由紀 61.65

14 附属高松 松浦　　鳳 伊藤　蒼良 民谷　孔一 辻　　大貴 57.85 14 国分寺南部 宮本アヤ菜 市村　日和 佐々木彩結 重元　朔那 61.82

15 木 太 南 板東　海莉 重松　克哉 清家　優一 岩佐麟太郎 57.97 15 一　　宮 柴垣　真珠 甲斐　　綺 柳生しずく 髙橋　里乃 62.04

16 弦　　打 溝口　翔太 加藤　　將 峯　　知弘 岡本　基生 58.04 15 香　　南 白石　華音 清谷　美友 亀田　莉央 岸　礼衣生 62.04

17 中　　央 浅沼　　蓮 石原　拓真 佐藤　千宙 永井信比己 58.12 17 弦　　打 稲村　美月 西原　　楓 浦川　珠緒 森　　朱奈 62.15

18 太 田 南 土居　拓叶 齋藤　圭亮 川田　真睦 坂田　　陸 58.13 18 十　　河 宮武　若葉 笠井　穂香 竹歳　瑞希 西原　知聡 62.37

19 香　　南 脇　　大誠 森　　透麻 植田　佑介 佃　　祥太 58.14 19 鬼　　無 竹川　奈緒 静　　琴音 簑原　　碧 泉田　京香 62.58

20 栗　　林 前川　尚生 来代　昂平 三村　天晴 本田　直己 58.29 20 牟 礼 南 藤澤　実柚 葛西　海音 十河　柚樹 田中　小唄 62.73
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