
順位
チーム
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チーム名 1 2 3 4 記録

1 14 小俣 外山　潤太 (3) 上野　翔貴 (3) 三輪　洋侑 (3) 奥野　有輝 (2) 0:41:22
2 2 厚生 井田亜希央 (3) 奥田　大征 (3) 田岡　享真 (2) 藤浪　玄伍 (2) 0:41:43
3 3 伊勢宮川 佐藤　拓也 (3) 岡　　祥也 (3) 岡田　太陽 (2) 岡山　翔太 (1) 0:42:07
4 1 倉田山 加藤　　舜 (2) 古尾　洸介 (1) 白米　満太 (1) 長岡　健二 0:42:31
5 41 紀北 東　　海斗 (2) 九嶋　大雅 (2) 南部　紫苑 (2) 北村日南太 (1) 0:42:39
6 15 南勢 北村　周也 三玉　　真 脇　　龍也 田中　快周 0:43:20
7 33 伊勢宮川B 山本　学杜 (1) 森　　壮生 (2) 山本　恵都 (2) 東　　尚輝 (1) 0:43:42
8 7 五十鈴 伊豆　恭弥 (1) 森　　瞬也 (1) 染井真佑希 (1) 立野　直嗣 (2) 0:44:16
9 16 玉城 伊藤　和良 (2) 佐波　航真 (2) 中村　伊吹 (2) 中世古雄次 (1) 0:44:19

10 34 小俣B 本城　遼大 (2) 大津　雄飛 西中　大空 田中　史剛 (2) 0:45:01
11 17 度会 木下　涼日 (2) 山下　弦輝 (2) 堤　　聖斗 (1) 栗原　昴希 0:45:07
12 20 南島 平谷　元樹（2） 井村　俊介（2） 村田　大河（2） 山本　啓吾（2） 0:45:44
13 30 厚生B 林　　純平 (2) 矢形　隼人 (2) 渡辺　聖也 (2) 宮脇　伸宙 (1) 0:45:46
14 40 小俣C 奥野　広大 落合　　駿 (2)　 荻田　郁弥 三浦　悠暉 (2) 0:45:56
15 8 城田 坂口　　瑶 (2) 片岡　秀記 (1) 北岡　大河 (1) 玉木　慎人 (2) 0:46:58
16 5 豊浜 早川　恭平 (1) 西村　　空 (1) 山中　　拓 (2) 佐々木克磨 (1) 0:47:30
17 36 五十鈴B 村井　奎斗 (1) 山本　隆将 (1) 浅見　昇汰 (1) 神戸　祐輝 (2) 0:48:22
18 9 沼木 越賀俊太郎（1） 阿竹　晴俊（1） 立花　舞人（1） 田岡　孝太（1） 0:49:28
19 37 度会B 山本　裕汰 (2) 稲垣　壮紀 (2) 畑　　依吹 (1) 岡村　哉汰 (1) 0:50:10
20 35 伊勢宮川C 島田健太郎 (1) 神森　　翔 (1) 山下　爽太 (1) 馬渕　昂大 (2) 0:50:33
21 6 北浜 加納　啓汰 (2) 中村　幸誠 (1) 岩田　雄杜 (1) 辻　　祥世 0:54:37
22 42 沼木B 坂口　瑛紀（1） 田口　北斗（1） 坂口　智紀（1） 瀧　　将英（1） 0:54:48
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1 1 倉田山 奥田　幸弓 西　　杏珠 (3) 金光　葉子 小寺　音羽 0:34:27
2 3 伊勢宮川 辻　　歩理 (1) 奥野　伶奈 (2) 辻　　有咲 (3) 三宅　　月 (1) 0:34:53
3 7 五十鈴 早田　梨紗 (2) 角谷　真菜 (2) 遠藤みなみ (2) 野村  　唯 (1) 0:37:52
4 5 豊浜 梶野　美緒 (1) 右京　七海 中西佑紀子 (1) 荒木リリー (1) 0:38:00
5 14 小俣 鈴木　美香 (2) 井上　真緒 (2) 中村　実央 (2) 早川　栞那 0:38:03
6 2 厚生 迫本　　茜 (2) 松村　圭純 辻　　風花 (1) 山口夕那佳 (1) 0:38:28
7 16 玉城 寺前志絵理 (2) 向井　沙弥 (2) 岡田　華歩 (1) 西村悠里奈 (2) 0:38:48
8 15 南勢 中村　佳子 古谷　歩香 東　ほのか 山本　咲良 0:38:49
9 17 度会 大西　彩葉 (2) 畑　　愛珠 (2) 古橋　　愛 (2) 服部　真央 (1) 0:39:26

10 13 御薗 柳澤　栞音 (1) 太田　未来 坂本　日菜 (1) 西山　　碧 (1) 0:39:59
11 41 五十鈴B 堤　　瑠那 (2) 作田　実優 (1) 泉　　好笑 (1) 山本　夏菜 (2) 0:40:44
12 30 倉田山B 口山　佳澄 浅野　琳子 (1) 林　　鈴菜 (1) 奥田　綾乃 (1) 0:41:12
13 31 北浜B 河村　莉子 (1) 中川　湖都 (1) 森脇　瑞貴 (1) 森　　彩乃 (1) 0:41:32
14 32 度会B 森本　奈那 (2) 福本さくら (2) 永江　瑠藍 (1) 村田　海友 (2) 0:42:08
15 6 北浜 村井　亜瑚 (2) 辰巳　奈那 (2) 中村まつり (2) 佐々木佑菜 (2) 0:44:11


