
No ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ チーム名 監督名 1 2 3 4 5 6

1 1 浅川 大田　賢治 河津　尚希(2) 芳賀　俊太(1) 岡崎　哲心(1) 石光　悠真(3) 松尾　緑睦(1) 石田　洸介(3)

2 2 青嵐クラブＡ 村山　徳子 白石　滉己(3) 古谷　海翔(3) 林田　朋揮(3) 伊達　健人(3)

3 3 青嵐クラブＢ 村山　徳子 西中　志暢(2) 角島　康太(2) 森　　健太(2) 岩本慶一郎(2) 神谷　青輝(3) 西垣　牧悟(3)

4 4 本城陸上クラブＡ 中尾　孝昭 長谷川軍治(1) 三好　智久(2) 有田　陸人(3) 錦戸　歩睦(2) シュミット　ロマン(1)

5 5 本城陸上クラブＢ 中尾　孝昭 シュミット　ロマン(1) 井元　琥博(1) 重住　駿介(1) 井上　皓介(3) 郡　　晃久(3) 錦戸　歩睦(2)

6 6 千代田 竹下　文康 見川　弘武(2) 砂原　海舟(2) 岡﨑　　仁(2) 小笠原　丈(2) 榮田　玲斗(1) 西原　和海(1)

7 7 平生Ａ 新山　晴久 西川　　樹(2) 土肥　慧人(2) 伊藤　空良(2) 戎谷　隆次(3) 山田唯衣斗(2) 吉本　優斗(1)

8 8 平生Ｂ 新山　晴久 森口　滉大(1) 吉谷　翔陽(2) 濱中　保凪(2) 平島　夢空(2) 山田唯衣斗(2) 吉本　優斗(1)

9 9 岐陽 宮原　悦子 安村オーガスト凜音(3) 山本　海太(2) 髙藤　大瑚(1) 藤原　秀成(2) 西村　大輝(1) 中山　太陽(2)

10 10 小郡 平中　俊行 村岡　滉太(2) 木本　　匠(2) 吉田　雄登(1) 野村　勇斗(1) 桶島　　昴(1) 田中　亮実(3)

11 11 萩西 亀石　広志 武波　　敬(1) 福永伸之介(2) 池永　康成(1) 中川　信玄(1) 玉村　悠朔(1)

12 12 小野田 風井裕次郎 平岡　大知(1) 豊田　和希(2) 米田　  翔(2) 水落　陸翔(2) 藤野　友輔(2) 藤竹　凌大(2)

13 13 竜王 沖村　靖宏 丸山　創大(1) 坪河　陽太(1) 中野　正瑚(1) 南野　瀧雅(1) 岡﨑　照人(1) 岡本　崇載(2)

14 14 鴻南 山本　英子 築出真名人(2) 道中　涼人(2) 歌島　大晴(2) 松本　雄哉(1) 阿部　陽樹(3) 日端　真白(2)

15 15 右田Ａ 徳田　才憲 松原　峻大(1) 野村　一翔(2) 宮村　友盛(2) 賀山　亮成(1) 日隈　　魁(2)

16 16 右田Ｂ 徳田　才憲 山本　拓真(2) 立野　駿介(2) 原　　蓮太(2) 江西　咲哉(2)

17 17 桑山 荒瀬　紀江 平川　瑠星(1) 石川　雄大(2) 檜垣　律輝(2) 村田　暖綺(2) 美濃　諒歩(1) 七山　秀悟(2)

18 18 華陽 山口　　博 檜垣　太一(2) 國澤　透留(2) 岡部　尋仁(2) 阿部　直哉(2) 畦森　　翔(1)

19 19 国府Ａ 木原　由美 秋本雄一朗(2) 大河原悠暉(1) 富永　歩夢(1) 内田　颯太(1) 小泉　翔生(1) 田中　桜海(1)

20 20 国府Ｂ 木原　由美 小松　星斗(2) 佐々木敦矢(2) 山下　斗青(2) 松村　優斗(3) 御園生廉斗(3)

21 21 国府Ｃ 木原　由美 橋本　和人(2) 田中　　遼(2) 西村　遥葵(2) 安達　晴空(2) 安村　奏汰(1)

22 22 周陽Ａ 江村　達男 山本　真央(2) 入江　海音(2) 時安　歩夢(1) 時安　　渉(1)

23 23 周陽Ｂ 江村　達男 両国　　樹(1) 徳久　幸佑(2) 鎗野　真伍(3) 重田　竜冶(1) 中村　元介(2) 清永　和暉(3)

24 24 富田 吉冨さやか 山本　航大(2) 山本　悠斗(2) 松窪　礼登(1) 原田　健士朗(2) 大谷　正樹(2) 市川　輝政(1)

25 25 浅江Ａ 小野美登里 玉井　正紘(2) 藤井　和磨(2) 高重　一輝(3) 大谷　悠真(3) 井上　大樹(2) 林　歩夢(2)

26 26 浅江Ｂ 小野美登里 清水　蒼空(2) 濵田　海翔(1) 光弘　遥人(2) 藤井　悠平(1) 土谷　光生(1) 楠　温人(1)

27 27 田布施Ａ 野村　　遼 延吉　雄飛(2) 熊野　耀也(2) 小松　颯翔(3) 沖永　啓太(1) 小田村草詩(1)

28 28 田布施Ｂ 野村　　遼 田中　悠太(2) 大嶋　隼翔(1) 守田　悠人(1) 曽良麟太郎(1) 林　　幸希(1)

29 29 萩東Ａ 川本　哲平 安達　泰岐(1) 野村　奏太(1) 稲尾　遙人(2) 石川　尋翔(2) 木村　健人(1)

30 30 萩東Ｂ 川本　哲平 大谷　瑞希(2) 湯本　悠希(2) 下村　　凪(2) 上野倫太郎(2) 中村　祐士(2) 岩田　　蓮(1)

31 31 萩東Ｃ 川本　哲平 藤本　颯太(2) 野村　周平(2) 金田　東大(1) 松尾　雄太(2) 高本　武明(2) 高橋　幸大(1)
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No ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ チーム名 監督名 1 2 3 4 5 6

1 1 守垣 高橋　浩士 蔵本　百葉(2) 東　　咲良(1) 原田　沙紀(1) 後小路　紋(1) 河本　璃心(2)

2 2 青嵐陸上クラブ 芦原　宏次 川浪　萌香(3) 白石　　悠(3) 野見山紋圭(2) 江﨑　萌子(3)

3 3 本城陸上クラブ 中尾　孝昭 中尾　伽音(3) 吉田　　純(3) 山本亜花音(1) 吉田　　陽(3) 入江　華帆(3)

4 4 千代田A 竹下　文康 河内　愛奈(2) 野嶋　香里(1) 河内　乃愛(1) 大野　桜花(1) 國知　綾香(1)

5 5 千代田B 竹下　文康 神崎　若菜(1) 福間　瑚葉(1) 福井　寿礼(1) 西田　晴香(2) 木村　琴美(1)

6 6 深川 村岡　孝洋 林　　真名(2) 中原　楓子(2) 松本　彩夢(1) 松尾　優菜(2) 釼物　留凪(1) 伊関　あや(1)

7 7 小郡 平中　俊行 稲田　　愛(1) 阿部　花連(1) 立元　茉那(1) 土屋実耶弥(1) 原　　夕葵(1) 梅本　彩未(1)

8 8 岐陽 宮原　悦子 石松　　空(3) 森山　瑚都(2) 石田　真子(2) 奥田　結子(2) 河村日遙里(2) 藤原　果々(2)

9 9 平生A 新山　晴久 生本　鈴菜(2) 今村　里桜(3) 西本　愛璃(3) 松本　悠希(1) 山田　奈穂(2) 松村　明奈(2)

10 10 平生B 新山　晴久 寺本　杏梨(2) 清中　真衣(2) 直井麻佑子(1) 洒井　美桜(1) 山田　奈穂(2) 松村　明奈(2)

11 11 萩西 亀石　広志 山本有貴葉(1) 小橋　茉央(2) 田村璃々花(2) 光國萌々子(2) 戸崎　心優(1) 西村　羽未(1)

12 12 小野田 風井裕次郎 山口　理子(2) 森重こころ(1) 西村あさひ(1) 廣兼　桃香(1) 古屋　璃子(2) 斉藤瀬里菜(1)

13 13 竜王 沖村　靖宏 椋木　　冴(2) 嶋田　明夏(2) 和田　捺妃(2) 野村　芽依(2) 藤井　陽菜(1) 渡邉　美星(1)

14 14 鴻南A 山本　英子 中野　萌香(2) 松村　玲奈(2) 水田　有香(1) 後藤　鞠奈(1) 水田　真希(3)

15 15 鴻南B 山本　英子 後藤真菜美(1) 山縣　海音(2) 藤川　　彩(2) 有吉さくら(1) 神谷明日花(1)

16 16 右田A 徳田　才憲 山本　　凪(2) 田中菜々子(1) 古谷　綾華(2) 柴川　瑞希(1) 東谷　優和(1)

17 17 右田B 徳田　才憲 東田　心優(2) 磯村　光舞(1) 佐藤　美空(1) 尾中　日鞠(1)

18 18 桑山 荒瀬　紀江 橋本萌々花(1) 柳　　千晴(1) 林　　真衣(2) 山本　すず(2) 井手玲緒奈(1)

19 19 国府A 木原　由美 西山　英莉(2) 中村　結衣(2) 中村　真衣(2) 関谷　萌伽(2)

20 20 国府B 木原　由美 松浦　歩伽(2) 松山　優花(2) 金子　明未(1) 藤永　名津(1) 牛丸　恵利(2)

21 21 佐波 礒部　慎也 岡邊　百花(2) 松原　彩華(1) 大村　かこ(2) 山本　陽菜(2) 中川　里菜(1) 吉武　夏希(1)

22 22 周陽 江村　達男 山本菜津美(1) 両国菜々香(1) 土信田真緒(3) 中原　好華(2) 藏澄　　遥(1) 柵山友梨奈(1)

23 23 富田 吉冨さやか 村岡　優希(1) 佐古萌乃香(1) 橋本　優奈(2) 村上　蒼空(2) 吉長由梨花(2) 吉木　愛珠(1)

24 24 浅江 小野美登里 大久保　南(1) 松根　史歩(2) 粉川　千尋(1) 棟近　　光(3) 土井　咲乃(3)

25 25 田布施 野村　　遼 新森　　碧(2) 川村　雪子(2) 中谷　歩美(1) 末岡　寿梨(2) 村山　優奈(2)

26 26 萩東 川本　哲平 伊藤　羽純(1) 中川　莉子(2) 櫻田　真依(2) 藤田　　瞳(1) 川村　倫与(1) 金田　東子(2)
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