
日付 種目

山下-田中-岩﨑-濵崎-佐伯-  40.00 鈴江-落合-佐藤-西村-落合-  40.13 相川-橋本-小林-畑田-牛尾-  40.18 鎌田-久保-中村-高木-松田-  40.20 石井-柏本-川名-中村-岡本-  40.29 岡村-西村-戸嶋-真田-那須-  40.35 日下-吉川-三木-八幡-岡本-  41.26 藤原-白井-田中-三村-戎-荒  41.41

朝霧小学校 南ダッシュスター 山手ＧＲ 花園 江井島男子Ａ 大久保 人丸フェニックス 沢池V６

角谷　秋嘉  5:22 山本　煌太  5:33 中村　優斗  5:34 河田　悠世  5:36 田中　陽翔  5:41 藤井　一輝  5:42 浦邉　璃都  5:43 黒岩　大翔  5:44

藤江 王子 錦浦 錦浦 林 大久保 大久保 沢池

西村　泰我  5:34 川上　竜輝  5:36 三原　夕輝  5:37 東山　颯将  5:40 田口　詞也  5:45 藤井　悠平  5:48 日置　翔大  5:49

山手 山手 谷八木 山手 鳥羽 高丘西 山手

大搗　莉玖  5:45

錦が丘

有田　一稀  5:36 岡　優隼  5:42 加門　脩平  5:44 安東　楓貴  5:45 佐々木　大悟  5:46

花園 貴崎 大久保 鳥羽 江井島

時澤　瑠良  5:45 桃木　愛希  5:46

山手 朝霧

藤原　高徳  5:45

貴崎

中村　颯斗  5:36 中内　瑛仁  5:52 渡邊　翔太  5:54 長谷中　俊聖  5:55 小村　隼人  5:58 島田　陽太  5:59 石井　智也  6:00

人丸 貴崎 清水 貴崎 山手 朝霧 藤江

津江　遥翔  5:52

朝霧

鳴尾-矢木-北迫-佐々木-松村  42.54 守谷-山口-長田-吉田-小池-  43.03 竹原-野津-森下-萩原-岸本-  44.32 南嶋-石田-池邊-杉山-木村-  44.34 福井-黒田-猪尾-安達-田口-  44.57 門脇-蓮池-空田-辻-空田-西  45.29 王野-山尾-中城-阿尾-吉川-  45.33 姫田-増井-小林-河本-河本-  45.34

大久保 清水Girls 明石っ子ガールズ 江井島女子Ａ 松っ子スマイルズ 沢池Phenix 朝霧小学校 人丸プライド

黒木　優  5:55 岡　埜々愛  6:02 清水　優来  6:05 藤井　咲希  6:08 小橋　花華  6:09 中村　仁智佳  6:11 北原　花菜絵  6:15 加地　美裕  6:24

貴崎 貴崎 藤江 大久保 王子 花園 沢池 王子

岩佐　華那  6:24

錦浦

渡邊　莉咲  5:57 田路　夕空  5:59 直江　詩  6:03 内屋　祐里奈  6:07 川本　萌衣  6:09 佐藤　りく  6:10

二見西 大久保 谷八木 大久保 明石 二見西

角　悠妃  5:57 折田　愛琉  6:07

清水 江井島

井上　莉那  5:53 藤本　愛  6:16 住田　結衣  6:18 寺井　愛香  6:20 西村　星那  6:22 衣笠　華奈子  6:23 田中　那海  6:24

和坂 山手 清水 沢池 山手 高丘西 高丘西

山﨑　陽叶  6:22

清水

山口　真樹  6:20 北　萌伽  6:26 大神　彩羽  6:27 平　七海  6:34 小島　望未  6:36 公文　ひかり  6:37 樋口　月咲  6:42

和坂 江井島 谷八木 藤江 朝霧 松が丘 江井島

竹中　海音  6:26 船越　彩愛  6:42
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共通男子 3月3日 駅伝
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５年生男子 3月3日 1.5km

４年生男子 3月3日 1.5km

３年生男子 3月3日 1.5km

共通女子 3月3日 駅伝

６年生女子 3月3日 1.5km
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