
男子成績一覧表 

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

増田　莉蔵  中2 鈴木　凰生  中2 森川　翔太  中2 倉知　駿羽  中2 松浦　有翔  中2 加用　一稀  中2 德田　侑真  中2 鈴木　海音  中1

浜松入野        県立浜松西      浜松天竜        浜松雄踏        浜松可美        浜松中郡 浜松富塚        県立浜松西      

25.11 26.76 27.56 27.72 28.55 28.73 28.75 29.29

大会新

増田　莉蔵  中2 鈴木　凰生  中2 倉知　駿羽  中2 森川　翔太  中2 池田　和輝  中2 横地　冴介  中2 窪野　　漣  中2 河合　駿弥  中2

浜松入野        県立浜松西      浜松雄踏        浜松天竜        浜松北星        浜松天竜        浜松東部        浜松南陽        

55.12 58.01 1:00.81 1:01.48 1:02.46 1:03.25 1:05.02 1:05.19

大会新

吉良　皓稀  中2 鈴木　麻央  中2 夏目　竜樹  中1 外波山大悟  中1 若槻　寛汰  中2 阿部　亜音  中1 池田　和輝  中2 井口瑚太郎  中1

浜松積志        浜松曳馬        浜松笠井        浜松南部        浜松北部        浜松北星        浜松北星        浜松南部        

2:05.11 2:07.33 2:10.12 2:14.51 2:14.81 2:15.59 2:16.81 2:18.16

吉良　皓稀  中2 西丸　　瞬  中2 大石　煌斗  中2 夏目　竜樹  中1 若槻　寛汰  中2 外波山大悟  中1 小杉航太朗  中2 柴野　　陽  中2

浜松積志        浜松与進        浜松南部        浜松笠井        浜松北部        浜松南部        浜松蜆塚        浜松富塚        

4:23.26 4:25.28 4:28.61 4:34.87 4:41.00 4:43.79 4:44.42 4:51.68

大石　煌斗  中2 西丸　　瞬  中2 小杉航太朗  中2 柴野　　陽  中2 中村　堅人  中2 飯塚　　亮  中2 石塚　大空  中2 上口　智亘  中2

浜松南部        浜松与進        浜松蜆塚        浜松富塚        浜松南陽        浜松曳馬        新居            浜松北星        

9:09.30 9:22.47 9:38.89 9:54.95 10:13.21 10:51.93 10:55.65 10:55.77

疋田　龍輝  中2 岡田　央佑  中2 鶴田虎太朗  中1 松浦　有翔  中2 天野　凱斗  中2 竹内　遼翔  中2 鈴木　　来  中2 堺　　琉斗  中2

新居            浜松入野        浜松浜名 浜松可美        浜松舞阪        浜松日体        浜北北部        浜松高台

1:05.78 1:07.61 1:08.28 1:08.95 1:10.21 1:13.20 1:13.45 1:13.49

疋田　龍輝  中2 鶴田虎太朗  中1 岡田　央佑  中2 天野　凱斗  中2 小平　隼士  中2 竹内　遼翔  中2 石濵　　怜  中1 石澤　空王  中1

新居            浜松浜名 浜松入野        浜松舞阪        浜松積志        浜松日体        浜松入野        浜松高台

2:23.68 2:25.25 2:26.19 2:29.11 2:31.82 2:36.48 2:37.63 2:39.82

山野　紘聖  中2 天野　柚琉  中2 松下　遥音  中2 天野　　聖  中2 中村　祐太  中2 犬塚　悠弥  中2 小梢　瑶太  中2 竹村　斗吾  中2

浜松南陽        浜松曳馬        浜松中郡 浜松曳馬        浜松雄踏        県立浜松西      浜松北星        浜松丸塚        

1:08.96 1:09.72 1:11.12 1:12.78 1:14.53 1:15.14 1:15.27 1:15.45

宮崎　海里  中2 天野　柚琉  中2 松下　遥音  中2 天野　　聖  中2 山野　紘聖  中2 竹村　斗吾  中2 小梢　瑶太  中2 犬塚　悠弥  中2

浜松新津        浜松曳馬        浜松中郡 浜松曳馬        浜松南陽        浜松丸塚        浜松北星        県立浜松西      

2:27.39 2:27.70 2:35.32 2:37.22 2:38.16 2:42.72 2:43.04 2:43.52

鈴木　麻央  中2 鈴木　温人  中2 荒谷　健生  中2 天野　景仁  中2 小平　隼士  中2 大坂　尭已  中1 森本　朔矢  中1 菅谷　颯太  中1

浜松曳馬        浜松南部        浜松細江        浜松舞阪        浜松積志        湖西鷲津 県立浜松西      浜松雄踏        

1:03.65 1:05.43 1:05.44 1:05.78 1:08.23 1:08.58 1:10.77 1:12.13

鈴木　温人  中2 高柳　武来  中2 天野　景仁  中2 森本　朔矢  中1 荒谷　健生  中2 加用　一稀  中2 吉田　朔也  中2 内山　　光  中2

浜松南部        浜松江西        浜松舞阪        県立浜松西      浜松細江        浜松中郡 新居            浜松東部        

2:23.99 2:24.34 2:28.44 2:43.86 2:44.98 2:47.86 2:48.60 2:54.08

宮崎　海里  中2 山本　捷人  中2 高柳　武来  中2 大坂　尭已  中1 井口瑚太郎  中1 石津　悠惺  中2 宝来　悠生  中2 内山湧太郎  中2

浜松新津        浜松北星        浜松江西        湖西鷲津 浜松南部        浜松中郡 浜松三方原      浜松東部        

2:17.89 2:20.89 2:28.05 2:32.12 2:33.08 2:41.18 2:41.25 2:43.15

金子正太郎  中2 吉山　幸佑  中2 鈴木　尊仁  中2 石津　悠惺  中2 山本　想真  中2 宝来　悠生  中2 鈴木　　煌  中2 髙野　　珀  中2

浜松北星        新居            浜松中郡 浜松中郡 県立浜松西      浜松三方原      浜松神久呂      浜松笠井        

5:40.46 5:45.37 5:48.61 5:52.82 5:55.31 5:55.94 6:20.59 6:45.26

浜松南部  中 浜松北星  中 浜松曳馬  中 浜松積志  中 新居  中 浜松南陽  中 浜松中郡  中 浜松雄踏  中

大石　煌斗  中2 山本　捷人  中2 鈴木　麻央  中2 吉良　皓稀  中2 疋田　龍輝  中2 山野　紘聖  中2 加用　一稀  中2 倉知　駿羽  中2

井口瑚太郎  中1 阿部　亜音  中1 天野　柚琉  中2 髙橋　右丞  中2 吉山　幸佑  中2 中村　堅人  中2 松下　遥音  中2 菅谷　颯太  中1

外波山大悟  中1 池田　和輝  中2 飯塚　　亮  中2 松本　羚央  中2 石塚　大空  中2 松下　立弦  中2 石津　悠惺  中2 中村　祐太  中2

鈴木　温人  中2 上口　智亘  中2 天野　　聖  中2 小平　隼士  中2 吉田　朔也  中2 河合　駿弥  中2 鈴木　尊仁  中2 山本　　巧  中2

4:09.47 4:09.54 4:12.77 4:15.93 4:16.73 4:18.05 4:18.08 4:20.64

浜松北星  中 浜松曳馬  中 県立浜松西  中 浜松積志  中 浜松南部  中 新居  中 浜松中郡  中 浜松雄踏  中

池田　和輝  中2 鈴木　麻央  中2 鈴木　凰生  中2 小平　隼士  中2 井口瑚太郎  中1 疋田　龍輝  中2 鈴木　尊仁  中2 山本　　巧  中2

小梢　瑶太  中2 天野　柚琉  中2 犬塚　悠弥  中2 髙橋　右丞  中2 外波山大悟  中1 北岡　陽杜  中2 松下　遥音  中2 中村　祐太  中2

山本　捷人  中2 天野　　聖  中2 森本　朔矢  中1 吉良　皓稀  中2 鈴木　温人  中2 吉田　朔也  中2 石津　悠惺  中2 菅谷　颯太  中1

阿部　亜音  中1 飯塚　　亮  中2 鈴木　海音  中1 松本　羚央  中2 大石　煌斗  中2 吉山　幸佑  中2 加用　一稀  中2 倉知　駿羽  中2

4:33.66 4:36.31 4:41.70 4:43.91 4:45.83 4:48.51 4:48.62 4:51.88
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女子成績一覧表 

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

秋山　紗希  中2 二宮　扶実  中2 平澤　真咲  中2 望月　美杏  中2 菊地布佐子  中2 富永　好香  中2 鈴木　希実  中2 鈴木　菜央  中2

県立浜松西      浜松庄内        浜松新津        浜松入野        県立浜松西      浜松北浜        湖西            浜松蜆塚        

28.41 29.11 29.49 29.56 30.26 30.65 30.83 30.84

川村　純令  中1 杉浦　心美  中2 山村　咲瑛  中2 二宮　扶実  中2 宇佐見春陽  中2 富永　好香  中2 遠山　可梨  中2 一瀬　優伽  中2

浜松蜆塚        浜松与進        浜松開成        浜松庄内        浜松江南        浜松北浜        浜松東部        浜松篠原

1:02.27 1:02.31 1:03.61 1:04.50 1:05.89 1:07.88 1:08.07 1:08.65

大江　佑花  中2 杉浦　心美  中2 青木　咲笑  中1 箭本　七楓  中2 山村　咲瑛  中2 宇佐見春陽  中2 遠山　可梨  中2 尾白　千波  中1

浜松雄踏        浜松与進        浜松日体        浜松積志        浜松開成        浜松江南        浜松東部        浜松蜆塚        

2:12.56 2:12.75 2:17.86 2:18.38 2:18.53 2:20.98 2:27.44 2:28.86

大江　佑花  中2 青木　咲笑  中1 尾上　夏野  中2 平野　美空  中2 箭本　七楓  中2 鈴木菜々香  中1 外波山　和  中1 藤野　晟子  中1

浜松雄踏        浜松日体        県立浜松西      浜松曳馬        浜松積志        岡崎            浜松南部        浜松与進        

4:40.07 4:43.42 4:44.37 4:46.98 4:50.93 4:58.11 5:08.16 5:28.13

平野　美空  中2 大須賀　笑  中2 尾上　夏野  中2 鈴木菜々香  中1 外波山　和  中1 野末みさ紀  中1 大城　結愛  中2 プラダップ愛  中1

浜松曳馬        浜松天竜        県立浜松西      岡崎            浜松南部        湖西鷲津 県立浜松西      浜松曳馬        

9:46.51 9:52.94 9:55.61 10:21.92 10:42.63 10:44.52 11:40.08 11:45.86

宮津　優羽  中2 原　　明里  中2 廣橋　侑花  中1 山本　奈那  中2 菊地布佐子  中2 野末みさ紀  中1 賀茂　桃花  中1 田中　香帆  中2

新居            浜松入野        県立浜松西      浜松雄踏        県立浜松西      湖西鷲津 浜松富塚        浜松天竜        

1:07.56 1:09.27 1:12.18 1:13.74 1:14.03 1:15.61 1:16.02 1:19.15

宮津　優羽  中2 原　　明里  中2 廣橋　侑花  中1 山本　奈那  中2 賀茂　桃花  中1 田中　香帆  中2 鈴木　凛香  中2 溝口　　藍  中2

新居            浜松入野        県立浜松西      浜松雄踏        浜松富塚        浜松天竜        浜松東部        浜松丸塚        

2:25.57 2:27.86 2:31.53 2:38.01 2:44.49 2:51.35 2:54.86 3:00.58

伊藤　麻衣  中1 矢野　光梨  中1 井上　結菜  中2 増井夕姫菜  中1 髙橋　朋花  中2 遠山　和花  中1 松本　莉奈  中2 中澤　杏美  中1

岡崎            浜松蜆塚        浜松中郡 浜松細江        浜松富塚        浜松与進        浜松高台 浜松曳馬        

1:18.79 1:22.11 1:24.70 1:24.93 1:25.58 1:26.53 1:26.57 1:28.80

伊藤　麻衣  中1 矢野　光梨  中1 井上　結菜  中2 増井夕姫菜  中1 奥村　歩未  中2 髙橋　朋花  中2 松本　莉奈  中2 蝦名由衣子  中2

岡崎            浜松蜆塚        浜松中郡 浜松細江        浜松高台 浜松富塚        浜松高台 浜松東部        

2:51.58 2:53.34 2:59.83 3:04.08 3:04.55 3:08.05 3:09.27 3:19.03

松野　心咲  中2 平澤　真咲  中2 磯本　彩花  中1 村上　愛藍  中2 村山くれあ  中1 山本　美緒  中1 原田　好花  中1 手塚那奈美  中2

湖西鷲津 浜松新津        浜松北部        浜松開成        浜松富塚        浜松舞阪        浜松蜆塚        浜松笠井        

1:04.13 1:06.16 1:07.43 1:07.57 1:07.78 1:10.22 1:11.20 1:11.42

松野　心咲  中2 磯本　彩花  中1 山本　美緒  中1 原田　好花  中1 手塚那奈美  中2 村山くれあ  中1 義村さらら  中2 磯部　陽依  中1

湖西鷲津 浜松北部        浜松舞阪        浜松蜆塚        浜松笠井        浜松富塚        新居            浜松天竜        

2:22.12 2:30.63 2:33.24 2:38.15 2:38.70 2:39.12 2:39.25 3:02.90

秋山　紗希  中2 飯田朱紗海  中2 中村　心音  中2 大須賀　笑  中2 望月　美杏  中2 吉野陽菜妃  中1 市川　ゆあ  中1 酒井はなの  中1

県立浜松西      湖西鷲津 浜松江南        浜松天竜        浜松入野        県立浜松西      浜松丸塚        浜松東部        

2:27.84 2:30.72 2:36.51 2:37.10 2:38.15 2:38.75 2:39.86 2:40.27

飯田朱紗海  中2 川村　純令  中1 中村　心音  中2 吉野陽菜妃  中1 村上　愛藍  中2 古橋　朋佳  中1 酒井はなの  中1 島津　莉帆  中2

湖西鷲津 浜松蜆塚        浜松江南        県立浜松西      浜松開成        西遠女子        浜松東部        浜松開成        

5:18.18 5:24.99 5:29.72 5:35.23 5:38.94 5:41.19 5:44.89 5:45.04

県立浜松西  中 湖西鷲津  中 浜松蜆塚  中 浜松富塚  中 浜松与進  中 浜松天竜  中 浜松東部  中 浜松丸塚  中

尾上　夏野  中2 飯田朱紗海  中2 原田　好花  中1 村山くれあ  中1 杉浦　心美  中2 大須賀　笑  中2 酒井はなの  中1 市川　ゆあ  中1

菊地布佐子  中2 野末みさ紀  中1 尾白　千波  中1 賀茂　桃花  中1 遠山　和花  中1 磯部　陽依  中1 前野　春花  中2 鈴木妃花理  中1

廣橋　侑花  中1 松野　心咲  中2 鈴木　菜央  中2 西岡　和奏  中2 藤野　晟子  中1 田中　香帆  中2 斉藤　杏奈  中2 高山　心暖  中2

秋山　紗希  中2 田内　琴子  中1 川村　純令  中1 髙橋　朋花  中2 吉田菜々花  中2 松浦　ハナ  中2 遠山　可梨  中2 溝口　　藍  中2

4:16.58 4:27.05 4:28.33 4:36.64 4:40.44 4:40.49 4:44.88 4:46.78

県立浜松西  中 浜松蜆塚  中 湖西鷲津  中 浜松富塚  中 浜松東部  中 浜松高台  中 浜松与進  中 浜松天竜  中

廣橋　侑花  中1 川村　純令  中1 野末みさ紀  中1 賀茂　桃花  中1 鈴木　凛香  中2 奥村　歩未  中2 藤野　晟子  中1 田中　香帆  中2

尾上　夏野  中2 矢野　光梨  中1 飯田朱紗海  中2 髙橋　朋花  中2 酒井はなの  中1 松本　莉奈  中2 遠山　和花  中1 佐田　碧依  中2

秋山　紗希  中2 原田　好花  中1 松野　心咲  中2 村山くれあ  中1 遠山　可梨  中2 袴田　朱音  中1 杉浦　心美  中2 磯部　陽依  中1

菊地布佐子  中2 尾白　千波  中1 室岡　都和  中1 小楠千咲子  中1 斉藤　杏奈  中2 林　真奈美  中2 吉田菜々花  中2 大須賀　笑  中2

4:42.32 4:49.24 5:01.48 5:05.19 5:05.68 5:12.74 5:16.36 5:25.80
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