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25m 園児 堀本　絆心 高森 21.49 大沼　力羅 駒ケ根 22.40 平栗　翔來 飯田 22.95 25m 園児 湯澤　心美 高森 19.80 仲平　真奈 高森 21.85 原　さなえ 高森 22.07

１年 松下　昂士朗 高森 17.46 矢沢　隼人 高森 18.06 中澤　心哉 飯田 18.70 １年 遠山　愛美海 飯田 18.24 奥田　菜都弥 高森 19.42 雄長　麻衣 飯田 19.68
50m ２年 木下　薫 飯田南 34.94 田中　渉稀 飯田南 36.42 織田大原　陽 高森 36.94 50m ２年 大沼　美海 駒ケ根 37.53 堀本　結愛 高森 37.71 麦島　沙和 飯田 38.45

３年 横川　誠大 飯田 34.34 岡　和摩 駒ケ根 36.89 松村　和眞 高森 41.70 ３年 仲平　桜妃 高森 37.44 前澤　藍乃 飯田 42.25 杉本　瑶莉 飯田南 42.47
４年 奥田　純平 高森 31.38 佐々木　優希 飯田南 32.75 藤本　透也 飯田 34.32 ４年 金田　萌香 飯田南 31.82 佐々木　この 飯田 34.05 松原　寧音 駒ケ根 35.20
５年 瀬口　敦士 高森 30.95 松崎　平 駒ケ根 31.22 前島　悠人 飯田 38.13 ５年 藤倉　結菜 飯田南 30.55 松下　咲葵 高森 31.74 小野　安里 駒ケ根 31.91
６年 東　颯麻 飯田 26.97 山口　耕 飯田 27.23 木下　源都 飯田南 31.06 ６年 宮下　知裕 高森 29.44 石原　麻衣 飯田 29.94 原　優希羽 飯田南 30.11
中・高 座光寺　信幸 飯田 25.07 山岸　涼哉 飯田 25.24 関口　雄大 飯田 26.52 中・高 今牧　まりあ 飯田 26.45 小野　梨里加 駒ケ根 30.05 羽柴　麻結 駒ケ根 31.07

100m 中・高 稲垣　陽大 高森 53.35 尾科　創太 飯田 58.79 100m 中・高 今牧　まりあ 飯田 57.33 小林　こころ 飯田 1:00.59 日野　楓花 駒ケ根 1:02.65
200m 中・高 木下　博 飯田南 2:07.56 200m 中・高 桜井　莉伽 飯田 2:07.84
25m １年 松下　昂士朗 高森 20.76 中澤　心哉 飯田 21.14 矢沢　隼人 高森 22.10 25m １年 遠山　愛美海 飯田 21.70 奥田　菜都弥 高森 23.81 雄長　麻衣 飯田 24.18
50m ２年 木下　薫 飯田南 37.71 田中　渉稀 飯田南 42.37 織田大原　陽 高森 43.87 50m ２年 大沼　美海 駒ケ根 42.97 麦島　沙和 飯田 44.18 竹内　沙良 駒ケ根 44.20

３年 藪中　航稀 飯田 38.47 神藤　嵩尚 飯田 40.61 平沢　櫂志 高森 46.40 ３年 石澤　和佳 高森 44.64 金田　ひなた 飯田南 46.33 河野　光莉 飯田 48.39
４年 鈴木　満大 高森 39.07 麦島　隆世 飯田南 40.86 北原　暖三 駒ケ根 42.07 ４年 金田　萌香 飯田南 36.88 中澤　綾乃 飯田 38.51 熊谷　藍里 飯田南 41.47
５年 金田　梁汰 飯田南 42.27 昼神　雄志 高森 45.86 岡嶌　眞叶 飯田 47.03 ５年 松下　美月 飯田南 38.40 竹内　華夏 高森 39.09 下平　夏未 飯田南 40.27
６年 伊藤　優真 飯田 33.02 山﨑　大輝 飯田 33.21 鈴木　陽向 高森 35.69 ６年 滝沢　さくら 駒ケ根 32.96 羽生　彩華 高森 33.71 平林　愛琉 飯田 34.65
中・高 関口　雄大 飯田 29.21 伊藤　拓真 飯田 29.40 中島　陸 飯田 33.71 中・高 佐藤　柊 飯田 29.59 小田切　海空 飯田 32.26 東　夏蓮 飯田 32.81

100m 中・高 稲垣　良祐 高森 1:09.85 竹内　優世 駒ケ根 100m 中・高 佐藤　柊 飯田 1:03.25 山岸　琴美 飯田 1:03.83 東　夏蓮 飯田 1:12.19
50m ３年 横川　誠大 飯田 43.94 松江　健悟 高森 46.88 木村　友哉 飯田南 46.94 50m ３年 雄長　由麻 飯田 45.48 河野　光莉 飯田 56.85 筒井　咲希 飯田 58.56

４年 奥田　純平 高森 41.10 藤本　透也 飯田 44.32 竹内　優世 駒ケ根 45.12 ４年 松原　寧音 駒ケ根 41.69 熊谷　藍里 飯田南 41.81 小倉　瑞穂 飯田 44.72
５年 岡庭　颯夏 飯田南 39.26 瀬口　敦士 高森 40.12 前島　悠人 飯田 46.79 ５年 松下　咲葵 高森 40.81 下平　夏未 飯田南 41.71 仲平　凛 高森 43.13
６年 山口　耕 飯田 33.96 浦野　陽太 駒ケ根 39.09 松尾　世楽 高森 39.33 ６年 羽生　彩華 高森 36.85 石原　麻衣 飯田 37.46 平林　愛琉 飯田 41.03
中・高 伊藤　空 飯田 31.36 上田　慶次郎 飯田 31.53 山岸　涼哉 飯田 31.79 中・高 松崎　空 駒ケ根 36.91 瀧村　奏美 駒ケ根 39.13 上原　里紗 飯田南 40.20

100m 中・高 羽柴　唯翔 駒ケ根 1:07.91 伊藤　空 飯田 1:08.99 酒井　大和 飯田 1:12.56 100m 中・高 松平　瑞季 高森 1:31.56
50m ３年 藪中　航稀 飯田 37.59 平沢　櫂志 高森 44.34 山田　拓海 駒ケ根 45.27 50m ３年 白川　琳胡 駒ケ根 39.94 石澤　和佳 高森 42.11 前澤　藍乃 飯田 44.32

４年 武井　旺祐 飯田 35.62 本部　航汰 駒ケ根 35.83 中込　悠斗 高森 40.70 ４年 松下　彩南 高森 35.21 今井　風羽 飯田南 36.52 佐々木　この 飯田 36.95
５年 吉沢　諒大 飯田 32.73 松崎　平 駒ケ根 34.40 高澤　総司 駒ケ根 38.10 ５年 小野　安里 駒ケ根 34.30 仲平　凛 高森 35.08 橋本　結花 駒ケ根 35.61
６年 伊藤　優真 飯田 30.24 日置　瞬 飯田南 34.14 横田　温 飯田 35.01 ６年 滝沢　さくら 駒ケ根 33.54 本部　遥香 駒ケ根 33.61 原　優希羽 飯田南 34.45
中・高 瀬口　絢士 高森 25.08 座光寺　信幸 飯田 26.71 伊藤　大羅 飯田 27.51 中・高 山岸　琴美 飯田 28.01 桜井　莉伽 飯田 29.35 松澤　靜空 高森 30.50

100m 中・高 稲垣　陽大 高森 57.18 伊藤　拓真 飯田 58.28 伊藤　大羅 飯田 1:00.90 100m 中・高 松澤　靜空 高森 1:06.95 上原　里紗 飯田南 1:11.63 中村　柚月 駒ケ根 1:15.18
100m ３年 木村　友哉 飯田南 1:30.90 松江　健悟 高森 1:31.03 神藤　嵩尚 飯田 1:32.66 100m ３年 雄長　由麻 飯田 1:25.22 白川　琳胡 駒ケ根 1:30.36 仲平　桜妃 高森 1:34.14

４年 佐々木　優希 飯田南 1:20.14 本部　航汰 駒ケ根 1:23.94 鈴木　満大 高森 1:28.12 ４年 今井　風羽 飯田南 1:20.51 松下　彩南 高森 1:21.39 中澤　綾乃 飯田 1:22.65
５年 吉沢　諒大 飯田 1:13.98 岡庭　颯夏 飯田南 1:17.77 高澤　総司 駒ケ根 1:24.87 ５年 藤倉　結菜 飯田南 1:17.14 木村　優那 飯田南 1:22.82 竹内　華夏 高森 1:22.84
６年 東　颯麻 飯田 1:07.94 山﨑　大輝 飯田 1:13.54 日置　瞬 飯田南 1:16.33 ６年 宮下　知裕 高森 1:13.90 山﨑　まお 飯田 1:15.89 小林　薫 駒ケ根 1:21.13
中・高 中・高 小田切　海空 飯田 1:11.19 新井　楓 飯田 1:13.46 湯澤　心美 高森 1:55.02

200m 中・高 瀬口　絢士 高森 2:08.11 上田　慶次郎 高森 2:16.85 北澤　優輝 飯田南 2:18.95 200m 中・高

選抜 山﨑・山口 飯田 2:06.02 鈴木・松尾 高森 2:17.44 日置・佐々木 飯田南 2:20.75 選抜 羽生・松下 高森 2:16.41 平林・石原 飯田 2:18.37 松下・熊谷 飯田南 2:21.99
無差別 関口・東 飯田 1:54.72 稲垣（良）・瀬口 高森 1:55.03 木下・上原 飯田南 2:03.73 無差別 山岸・桜井 飯田 2:05.43 木下・近藤 飯田南 2:07.77

無差別
瀬口（絢）・瀬口（皓）

稲垣・上田 高森 1:41.07
座光寺・関口
東・山岸 飯田 1:41.15

小林・土橋
菅沼・羽柴 駒ケ根 1:48.54 無差別

今牧・桜井
小田切・山岸 飯田 1:48.88

平沢・木下　　　　征
矢・近藤 飯田南 1:59.50

堀本・松下・織田大原
松江・奥田・瀬口・鈴木 高森 3:25.61

松下・髙橋・木下・木村
佐々木・岡庭・日置 飯田南 3:27.36

平栗・中澤・滝沢・藪中
藤本・吉沢・東 飯田 3:28.37 湯澤・奥田・堀本・仲平

松下（彩）・松下（咲）・宮下 高森 3:27.49
山本・遠山・麦島・雄長
中澤・岡嶌・石原 飯田 3:32.26

吉田・大澤・大沼・白川
松原・小野・滝沢 駒ケ根 3:34.72
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