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順位 学 校 名 記　録 備 考 順位 学 校 名 記　録 備 考

1 木 太 南 頼富　晴斗 森澤　祐太 寺尾　遼太 今川　成希 58.92 1 中　　央 中塚　詩音 竹内　　愛 中村　朱結 志摩香奈子 61.33

2 木太北部 石田翔二朗 十河　快斗 市山　　隼 武田　琉雅 59.31 2 下 笠 居 横井　芽依 茨田　歩美 横井　侑芽 中磯　静香 61.60

3 中　　央 豊田　彰久 冨田　和史 丸山　倖生 佐々木秀晟 59.38 3 檀　　紙 松永　実桜 坂口　夏葵 新谷さとか 坂東　遙日 61.66

4 多　　肥 足立裕一朗 河田　一優 齋藤　駕維 長谷　拓明 59.65 4 古 高 松 佐藤彩咲美 玉木　紗和 滝川　祐加 徳田美海香 61.74

5 屋 島 西 平尾　啓修 久保慶太郎 髙田　侑汰 小原　瑛真 59.70 5 太　　田 真鍋　里彩 安藤　桃子 造田　夏帆 緋田　桃子 62.68

6 栗　　林 元平　　蓮 山上　康介 村上　　慎 森　　広樹 60.14 6 亀　　阜 鍵本　　葵 戸城ももね 杉原　可純 三好　知里 62.75

7 浅　　野 德田　悠良 出葉凜太郎 佐藤　颯人 中原　樺月 60.17 7 屋 島 西 田中　陶子 渡辺　羽琉 斎藤　花音 眞鍋　亜美 62.91

8 国分寺南部 廣見　櫂冬 甲田　和喜 神内　旺太 原田　稜久 60.24 8 高松第一 川田　亜美 岩瀬　伊咲 西村　茉桜 針ヶ谷華子 63.08

9 大　　野 巽　　來仁 冨田　伊吹 坂本　大成 青山　紘大 60.37 9 仏 生 山 吉井　涼来 大道　彩香 山田十和子 北野　莉子 63.19

10 一　　宮 納田　星夜 鈴木　　優 三好　晴翔 柳生　琥珀 60.42 10 木 太 南 阿野ひまり 藤本　彩夏 𠮷田　悠未 岡山　莉帆 63.27

11 牟 礼 北 加藤一之輔 青木　奏人 國廣　悠希 沖田　颯馬 60.68 11 川　　添 齊藤　心結 蓮井　花歩 谷口　莉子 丸岡　日菜 63.44

12 木　　太 後根　圭吾 野原　良維 弘瀬　瑛一 藤本隆之介 60.68 12 国分寺南部 唐渡　心菜 好永　空蘭 池田　瑞穂 深田　晴花 63.47

13 川　　東 栁生　響季 橋本爽太郎 長尾　奎飛 池下　　晴 60.88 13 木　　太 遠藤　世莉 柏木　瑠七 間島まほろ 岩城　心優 63.51

14 川　　添 木村　龍斗 岡田　季也 村井　優斗 丸山　盛也 60.95 13 円　　座 池内　萌華 宮脇　美怜 濱本　琥珀 山﨑　萌生 63.51

15 十　　河 山下　寛太 大島　陵翔 入谷　　魁 藤岡　泰瑛 61.15 15 附属高松 佐藤　朱夏 福島菜々夏 村尾　和珠 河田　結衣 63.58

16 弦　　打 松村　理久 清水　仁琥 森口　且将 山本　侑弥 61.16 16 浅　　野 藤田　杏里 成合　真実 白井　花歩 戸城　未央 63.87

17 古高松南 北村　昂大 星野　綾太 岡本　昂也 開　　暖人 61.17 17 川　　島 村尾　珠優 西内　香乃 常松　里桜 野崎このは 64.00

18 円　　座 福家　誠広 松本　翔太 大林　寛治 三木　悠生 61.48 18 林 丸山あやめ 伊勢浜梨湖 新田　光那 大久保　郁 64.11

19 塩　　江 諸井　悠杜 植田　亘勇 川田　真吾 藤澤　佑都 61.55 19 多　　肥 大平　彩加 西本　　桜 白石　陽菜 原渕　心春 64.21

20 香　　西 柴村　泰駕 竹内　紘翔 戸田　颯志 寿賀　弘都 61.64 20 新 番 丁 西谷　　栞 水藤　聡子 辻　菜々美 白石　優花 64.44
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1 国分寺南部 岡川　雅哉 井関　隆弥 沖川　　航 小坂　浩彰 53.51 大会新 1 新 番 丁 今井　瑞穂 横田　麻希 加藤　花果 田井　彩晴 57.46 大会新

2 屋　　島 浜浦　開司 池田晴太朗 河田　煌月 浅野　翔吾 54.31 大会新 2 木　　太 菰渕　　倫 吉川　理紗 太田　幸葵 浜浦　美瞳 59.86

3 林 高田　琉夢 松田　凌空 大西　渉生 図子　勇斗 54.99 3 仏 生 山 山下千紗登 乾　　知里 宮武　知花 近藤　陽菜 60.11

4 多　　肥 宮本　周人 加藤　嵩都 八木　星磨 吉川　颯斗 55.52 4 太 田 南 堀上　結衣 齋藤明日花 田井　日菜 大島　深愛 60.32

5 浅　　野 向原　暢星 木場　優星 細川　友暉 田辺　英一 55.67 5 林 安友　美桜 平山　葉月 淀谷　　遥 小野坂天快 60.37

6 亀　　阜 榑谷　猛尊 豊嶋　鴻平 森下　琢也 三浦　大輝 55.85 6 中　　央 神坂　夏実 黒川ひかる 東　　那歩 中川　諒子 60.38

7 太 田 南 平山　宗典 小林　弘成 安部　凱葵 井櫻　悠人 56.26 7 浅　　野 十河　日和 谷川　日菜 黒川　莉央 高橋麻乃雅 60.43

8 川　　東 武田　琉星 三鍋　健太 井上　樹来 塩渕真柚瑠 56.48 8 屋 島 西 鎌田　咲輝 森本　莉彩 三井ひなの 地浜　蒼音 60.87

9 仏 生 山 中平　路斗 新地　仁誇 宮地　流楓 後藤　洸翔 56.68 9 一　　宮 山下ひとみ 水野　　萌 前田　理咲 窪田　千裕 60.94

10 新 番 丁 吉野　雅久 岡崎　明倫 山本　啓暉 弓取　晃汰 57.00 10 古 高 松 塩谷　美羽 塩田　茉央 三宅　真央 大谷　結未 61.00

11 栗　　林 河合　亮佑 西尾　太良 金子正太郎 菊田　翔太 57.11 11 木 太 南 熊野　樹莉 細谷　侑生 山田　萌恵 鎌田　菜月 61.06

12 牟　　礼 根岸　朋希 泉川　歩斗 高田　優作 近石　海吏 57.13 12 川　　島 堤谷　花純 谷村　七海 小岡　泰世 滝川　湖白 61.22

13 円　　座 髙谷　祈良 北村　洸芽 森本　　拓 田中　元喜 57.22 13 大　　野 﨑川怜衣音 喜田　愛生 江岡　佳優 林　　優芽 61.27

14 鶴　　尾 宮武　陸斗 北嶋　侑生 藤田　ニル 森　　宙斗 57.55 14 栗　　林 坂東　真希 樋口絵里奈 中嶋　夏萌 片川　沙彩 61.35

15 木　　太 市川　昌太 多田　　開 山下　翔永 山本　颯史 57.72 15 附属高松 安賀　捺海 藤本菜々子 美野心乃美 柏井　梨維 61.41

16 香　　南 目黒　矢晃 小山　　智 松山　朔生 森　　奏真 57.86 16 前　　田 中川　双葉 木村　仁香 廣瀬　歩実 権藤　　華 61.42

17 下 笠 居 原田　　翔 奥池　　翔 横井　信哉 井上　光樹 57.93 17 亀　　阜 村尾友梨奈 坂井　知怜 織野　莉子 小林　優里 61.43

17 香　　西 池下　颯真 平山　　翔 鍋島　愛翔 綱井　　灯 57.93 18 下 笠 居 櫨林　桜子 髙橋　みみ 横山　桜香 吉田　澪音 61.69

19 附属高松 渡瀬　一樹 安野　礼珠 宮脇　　彬 河田　恭弥 58.08 19 直　　島 脇島　加奈 中林　由芙 山名　芽衣 大山　紗夏 61.73

20 川　　添 高橋　太一 藤原裕一朗 大河原弥空 南　　昂志 58.17 20 屋　　島 筒井　風早 川又　咲乃 大森　心音 木村　　萌 61.74
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