
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位

選手名 松代　龍治 安藤　久騎 山田　義人 佐藤　旭 稲田　直大 鈴木　翔大 遠藤　環太 八橋　巧 小野島　海

タイム 01:57.225 01:58.215 02:01.099 02:01.504 02:01.991 02:02.246 02:02.703 02:03.075 02:05.364

所　属 南山高校 坂出高校 沖縄水産高校 谷地高校 水橋高校 富士河口湖高校 堅田高校 三潴高校 川根高校

選手名 設楽　勝太・小野　隼人 遠藤　環太・今西　陸人 桑原　響・小田原　涼 内田　海斗・福井　琢斗 今野　魁斗・佐々木　敬恒 山田　義人・喜友名　泰志 鈴木　海渡・戸田　風優人 佐々木　絵・阿部　智礼 渋田　篤志・瀬上　一樹

タイム 01:56.045 01:57.203 01:57.945 01:59.525 01:59.854 02:00.761 02:01.914 02:03.693 02:10.487

所　属 谷地高校 堅田高校 高田高校 東郷高校 中新田高校 沖縄水産高校 谷地高校 本荘高校 島根中央高校

今野　魁斗・佐々木　敬恒 設楽　勝太・小野　隼人 迫田　寛之・西村　拓朗 戸田　風優人・安達　優駿 堤　亮二・下川　拓樹 内田　海斗・福井　琢斗 安藤　久騎・寺主　紘都 桑原　響・小田原　涼

佐々木　誠脩・佐藤　千紘 佐藤　旭・鈴木　海渡 小鑓　彰人・角谷　文太 設楽　航大・伊藤　朔人 八橋　巧・田中　政弥 中島　輝・嬉野　翔大 森　海斗・稲田　怜音 松成　隼斗・清國　達矢

タイム 01:39.100 01:39.879 01:40.205 01:42.651 01:43.661 01:43.969 01:44.261 01:49.351

所　属 中新田高校 谷地高校 八幡商業高校 谷地高校 三潴高校 東郷高校 坂出高校 高田高校

選手名 中尾　一稀 荒木　岳樹 佐々木　修斗 中村　尚平 阪口　雄基 鈴木　涼太 水木　勇斗 青木　風雅 竹内　滉基

タイム 02:23.240 02:28.258 02:28.910 02:30.911 02:33.582 02:34.044 02:36.333 02:41.137 02:47.683

所　属 出雲農林高校 谷地高校 三潴高校 名鉄学園杜若高校 坂出高校 小見川高校 二本松工業高校 分水高校 桑名西高校

選手名 荒木　岳樹・伊藤　真大 恩田　遥希・小寺　将矢 阪口　雄基・渡辺　誉史希 髙比良　海斗・柴田　滉士 椎葉　懸生・田山　大誠 竹中　隆也・楠本　拓海 福島　晴貴・平井　兵馬 斎藤　翼・小林　雄飛 新垣　陸・安次嶺　琉夏

タイム 02:08.009 02:09.210 02:09.822 02:10.277 02:10.514 02:13.992 02:14.416 02:18.603 02:20.079

所　属 谷地高校 名鉄学園杜若高校 坂出高校 長崎鶴洋高校 球磨工業高校 神島高校 水橋高校 谷地高校 沖縄水産高校

阪口　雄基・田中　晴大 米光　陸・熊井　雄弥 中尾　一稀・中尾　勇稀 中村　尚平・恩田　遥希 安次嶺　琉夏・渡慶次　悠斗 椎葉　懸生・田山　大誠 大塚　健太・田村　陸 荒木　岳樹・斎藤　翼

山戸　蓮・渡辺　誉史希 岩永　紘明・田中　智貴 石原　起人・園山　直也 小寺　将矢・芝下　淳史 大城　佑太・諸見川　龍之介 右田　眞崇・椎葉　峻 小堀　宙夢・岡田　笙汰 小林　雄飛・伊藤　真大

タイム 02:01.469 02:03.248 02:03.954 02:04.660 02:05.883 02:06.536 02:10.271 02:11.909

所　属 坂出高校 高田高校 出雲農林高校 名鉄学園杜若高校 沖縄水産高校 球磨工業高校 館林商工高校 谷地高校

選手名 PETRAN　Fanni 髙野　真緒 佐藤　友香 照井　咲頼 中村　天音 谷脇　知那 菊池　夏生 山田　和沙 小西　風花

タイム 02:21.832 02:25.261 02:27.700 02:31.546 02:33.657 02:34.331 02:35.169 02:39.174 02:42.262

所　属 福井工大福井高校 小見川高校 谷地高校 南富良野高校 谷地高校 宮崎大宮高校 不来方高校 兵庫県立国際高校 久美浜高校

選手名 浦田　樹里・中田　舞絢 佐藤　友香・中村　天音 菊池　夏生・北舘　知沙 諏訪　智美・柳堀　あいり 吉田　奈未・中村　静玖 伊豆原　萌子・礒部　芽生 綿貫　由希・甲斐　妃香 名取　はるか・白井　菜々子 田邉　美帆・並川　真帆

タイム 02:06.309 02:06.313 02:10.171 02:12.591 02:13.736 02:14.337 02:14.373 02:17.570 02:26.748

所　属 水橋高校 谷地高校 不来方高校 小見川高校 谷地高校 名鉄学園杜若高校 大分舞鶴高校 芦屋高校 西陵高校

佐藤　友香・中村　天音 菊池　夏生・北舘　知沙 諏訪　智美・柳堀　あいり 梅崎　茜吏・籾木　彩乃 光田　ちひろ・尾﨑　真衣 細貝　美菜子・茂木　咲乃 小倉　陽・髙垣　未結 綿貫　由希・甲斐　妃香 礒部　芽生・中尾　璃紅

吉田　奈未・中村　静玖 佐々木　伶奈・鷹橋　茉美 髙野　真緒・髙橋　星菜 樋渡　千歩・大垣　柚月 北川　千咲都・山越　なな帆 林　ゆりか・齋藤　綾花 栗原　萌衣・小林　実央 田嶋　祐奈・矢野　真泉 小県　銀河・城戸　千夏

タイム 01:55.927 01:57.551 01:59.669 01:59.715 02:01.676 02:01.712 02:02.215 02:02.945 02:03.781

所　属 谷地高校 不来方高校 小見川高校 宮崎商業高校 大津高校 前橋南高校 神島高校 大分舞鶴高校 名鉄学園杜若高校
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山形県西川町

月山湖カヌースプリント競技場


