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中内　洸希 曽我部 晋作 田中　達貴 松永　凌太 井上　健一 三谷　真弘 川原　海斗 大西　海斗
100m (-1.8) 11”41 (板野郡･藍住東3) 11”73 (美馬市･脇町3) 11”86 (徳島市･徳島文理3) 11”94 (阿波市･市場2) 12”00 (徳島市･川内2) 12”03 (鳴門市･鳴門3) 12”21 (三好郡･三加茂/2) 12”38 (名東郡･佐那河内3)

佐々木 優太 河田　佳輝 小西　将暉 武岡　拓海 平野　善常 久次米 悠雅 坂本　浩輝 樫本　紀尚
200m (-0.6) 23”72 (徳島市･不動3) 23”98 (徳島市･富田3) 24”21 (板野郡･藍住3) 24”53 (美馬市･美馬/3) 24”92 (海部郡･牟岐3) 24”99 (鳴門市･鳴門市第一2) 25”20 (小松島市･坂野/3) (鳴門市･鳴門市第二3)

船田　篤史 竹原　徳壱 岩本　颯太 大西　達也 森本 ロイス 元木　洋志 場合　泰地 松鷹　邑雅
400m 53”65 (那賀郡･鷲敷3) 54”36 (美馬郡･貞光3) 54”78 (小松島市･小松島3) 56”14 (三好市･池田/3) 56”33 (吉野川市･鴨島第一3) 56”82 (海部郡･海陽3) 57”16 (徳島市･城西3) 59”14 (徳島市･不動3)

桝田　　涼 横瀬　春紀 川上　智寬 佐藤　　匠 香西　朋哉 丸澤　竜也 曽川　　裕 田中　敬司
800m 2’03”91 (三好市･池田3) 2’07”20 (鳴門市･鳴門市第一2) 2’10”51 (名西郡･石井3) 2’11”55 (板野郡･北島3) 2’11”86 (吉野川市･鴨島第一/3) 2’12”73 (海部郡･海陽/2) 2’13”69 (徳島市･城西3) 2’22”70 (美馬市･美馬2)

大会新 熊井　　現 大会新 金森　博至 三馬　啓人 戸島　拓海 近藤　健司 稲岡　絵晴 大上　智史 中野　飛騎
1500m 4’04”66 (徳島市･国府3) 4’07”29 (鳴門市･鳴門3) 4’16”88 (那賀郡･鷲敷3) 4’18”65 (美馬市･美馬3) 4’23”50 (三好郡･三加茂3) 4’24”19 (板野郡･上板3) 4’26”95 (徳島市･国府3) 4’27”18 (那賀郡･鷲敷2)

大会新 熊井　　康 土井　晴樹 志摩　銀河 福池 陽夏太 立石　琢視 今川　賢大 土井　拓海 宮﨑　　洸
3000m 8’48”22 (徳島市･国府3) 9’21”75 (美馬市･美馬3) 9’24”17 (徳島市･城西2) 9’26”17 (鳴門市･鳴門3) 9’26”39 (勝浦郡･勝浦3) 9’26”64 (小松島市･立江3) 9’35”89 (美馬市･美馬2) 9’38”68 (三好市･池田2)

猪子　智至 北原　右京 田中　春紀 知賀　涼介 古谷　凌也 井川　智暉 十亀　雄太 村上　尚輝
110mH (-1.4) 15”74 (徳島市･城西3) 16”17 (阿南市･新野3) 16”29 (板野郡･藍住3) 16”69 (海部郡･由岐3) 16”90 (三好郡･三加茂/3) 16”92 (美馬市･美馬/3) 17”13 (板野郡･藍住東3) 17”75 (美馬郡･貞光/3)

真重　幹也 山本 龍之介 2位 溝田　佳輝 川﨑　成龍 佐藤　羅雲 桂　　直貴 長村　悠平 東浦　淳弥
走高跳 1m70 (阿南市･阿南/3) 1m65 (徳島市･城西3) 1m65 (鳴門市･瀬戸/3) 1m65 (海部郡･宍喰2) 1m65 (美馬市･岩倉3) 1m60 (徳島市･富田3) 1m60 (名西郡･石井2) 1m60 (三好市･山城/3)

金子　優汰 水島　拓也 仁居　龍斗 杉﨑　弘基 湯浅　一真 中村　　翼 西條　凪秋 竹林　　甚
棒高跳 3m30 (美馬市･美馬3) 3m15 (徳島市･城西3) 3m10 (美馬市･美馬3) 3m00 (徳島市･城西3) 3m00 (阿南市･阿南3) 2m70 (美馬郡･半田2) 2m70 (阿南市･阿南第一3) 2m50 (三好市･池田/3)

(+0.9) 濱口　　巧 (+2.0) 源　　文也 (+0.4) 横田　瑞貴 (+1.5) 知名　朝啓 (+1.2) 宮脇　悠平 (+0.7) 木下　　楽 (+1.4) 郡　　太陽 (+1.5) 佐賀　勇太
走幅跳 6m07 (名西郡･神山東2) 6m05 (徳島市･八万3) 5m71 (三好郡･三加茂/2) 5m62 (鳴門市･鳴門3) 5m60 (三好市･東祖谷/2) 5m59 (海部郡･牟岐/3) 5m58 (板野郡･板野3) 5m53 (鳴門市･鳴門市第一1)

(+1.1) 妹尾　郁弥 (+1.3) 武林　　仁 (+1.2) 福本　将輝 (+0.6) 沼津　　直 (+0.4) 小延　拓史 (+0.4) 占部　　樹 (+2.1) 焏原　和弥 (+0.5) 泉　　晃平
三段跳 12m43 (板野郡･松茂/3) 12m33 (鳴門市･鳴門市第一3) 11m84 (阿南市･阿南/3) 11m73 (板野郡･松茂3) 11m59 (阿南市･阿南第一3) 11m59 (徳島市･徳島3) 11m59 (徳島市･富田/3) 11m54 (名西郡･石井3)

金谷　　駿 小松　将弘 多田　　翼 田岡　和成 平岡　拓巳 久保　宥哉 和田 慎太郎 吉井　隼也
砲丸投 12m22 (徳島市･国府3) 11m60 (美馬市･木屋平2) 10m76 (徳島市･国府3) 10m38 (美馬郡･半田1) 10m34 (美馬市･美馬3) 10m16 (阿南市･加茂谷3) 9m80 (鳴門市･大麻/3) 9m43 (阿南市･羽ノ浦2)

山本　　舜 森本 奈央也 松吉　涼也 亀井　　黎 小笠　勝希 岩佐　伴基 船本　涼馬 谷　　友喜
円盤投 41m41 (阿南市･福井3) 37m22 (徳島市･上八万/3) 34m25 (海部郡･宍喰2) 33m91 (海部郡･海陽/3) 32m63 (美馬市･江原2) 32m52 (勝浦郡･勝浦/3) 31m77 (那賀郡･鷲敷/3) 31m74 (鳴門市･北灘/3)

井上　健一 井口　奨也 樫本　紀尚 知名　朝啓 西尾　和真 松田　龍希 真鍋　大貴 岩田　翔吾
十川　拓巳 小西　将暉 齋藤　　光 枝川　大晟 佐光　　基 中山　昌孝 井川　智暉 有持　航貴

4×100m 45”85 福本　大介 46”43 田中　春紀 46”81 勘川　義喜 46”85 林　　健介 47”41 場合　泰地 47”50 谷口　道成 48”00 武岡　拓海 48”56 井野　一馬
リレー 池上　克哉 佐藤　直也 村越　大成 三谷　真弘 猪子　智至 小延　拓史 中川　大成 森本 ロイス

(徳島市･川内) (板野郡･藍住) (鳴門市･鳴門市第二) (鳴門市･鳴門) (徳島市･城西) (阿南市･阿南第一) (美馬市･美馬/) (吉野川市･鴨島第一/)

片岡 真理子 江東　鈴夏 赤松 優里佳 本田　彩夏 岡井　美那 木村　紀香 川原　亜美 西岡　彩乃
100m (-0.8) 13”28 (板野郡･板野2) 13”32 (阿波市･吉野3) 13”42 (徳島市･富田3) 13”66 (板野郡･藍住東3) 13”72 (名西郡･石井2) 13”77 (鳴門市･鳴門市第一2) 13”81 (美馬郡･貞光1) 13”92 (美馬市･岩倉/3)

大会新 松井　令奈 竹原　幸恵 木内　　桃 松家　彩音 宮内　佑果 阿部　瑞久 松永　蒼生 坂野　里奈
200m (-0.8) 25”73 (徳島市･城西3) 27”50 (美馬郡･貞光1) 28”16 (徳島市･城西3) 28”18 (吉野川市･鴨島第一3) 28”43 (三好市･三野/2) 28”58 (名西郡･神山東/3) 29”00 (板野郡･藍住東1) 29”12 (板野郡･藍住3)

川口　優香 山下　厚美 吉田　梨央 木原　美保 宮﨑　理乃 谷口　未奈 和田　紗季 橘　穂乃香
800m 2’25”44 (阿南市･羽ノ浦2) 2’28”42 (美馬郡･半田3) 2’28”99 (名東郡･佐那河内3) 2’35”50 (勝浦郡･勝浦1) 2’36”35 (鳴門市･鳴門市第一1) 2’38”67 (鳴門市･大麻2) 2’39”89 (板野郡･北島/3) 2’44”31 (美馬郡･半田3)

巽　　優希 遠藤　桃菜 吉田　蕗生 浜　亜由美 玉置 亜弥香 近藤　真央 山内　唯華 藤本　歩優
1500m 4’44”65 (美馬市･美馬3) 4’56”90 (吉野川市･鴨島東2) 4’57”81 (名東郡･佐那河内1) 4’58”76 (海部郡･由岐3) 4’59”25 (板野郡･北島2) 5’02”94 (三好郡･三好1) 5’03”24 (美馬郡･半田3) 5’04”59 (三好郡･三加茂1)

六車　梨那 脇川　　萌 早川　美穂 藤丸 みなみ 粟野　千晶 佐藤　愛子 末廣　佳奈 西田 あかり
100mH (-1.7) 15”84 (徳島市･加茂名3) 15”86 (美馬市･脇町2) 16”01 (阿波市･吉野3) 16”90 (三好郡･三加茂3) 17”30 (名西郡･神山東/3) 17”57 (徳島市･城ノ内1) 17”71 (阿南市･阿南第一3) 18”55 (海部郡･海陽/2)

小笠原 麻結 藤田 もも夏 2位 板東　良奈 近藤　　舞 金山　彩香 香西　衿花 大喜田 美咲 後藤田 有里絵
走高跳 1m55 (徳島市･徳島2) 1m46 (阿南市･那賀川2) 1m46 (板野郡･板野3) 1m46 (徳島市･城ノ内2) 1m46 (吉野川市･鴨島第一2) 1m43 (美馬市･岩倉3) 1m43 (海部郡･牟岐/1) 1m40 (吉野川市･鴨島東/2)

(+0.5) 山本　　渚 (+0.5) 丸宮　綾華 (+0.7) 佐々木 佳鈴 (+1.3) 野々瀬　悠 (+1.1) 三原　菜央 (+1.3) 田村　綾菜 (+1.3) 田岡　　幸 (+1.2) 赤澤　侑香
走幅跳 5m26 (鳴門市･鳴門市第二2) 5m13 (鳴門市･鳴門市第一3) 5m09 (徳島市･徳島2) 5m02 (徳島市･国府3) 4m96 (板野郡･板野2) 4m92 (名西郡･石井3) 4m82 (美馬郡･半田3) 4m79 (阿波市･吉野3)

敷田　直実 曽川　　光 藤本　真帆 山中　みゆ 河野 くるみ 笹木　亜美 稲垣 はるな 押上　美咲
砲丸投 12m06 (名西郡･神山2) 10m83 (板野郡･松茂3) 10m48 (美馬市･脇町3) 10m02 (阿南市･阿南/3) 9m92 (名西郡･神山2) 9m54 (板野郡･藍住3) 9m33 (徳島市･徳島2) 9m12 (海部郡･由岐3)

亀尾　美緒 阿部　好花 吉野 ひかり 賀川　舞華 別府　千純 三好　智香 米澤　悠香 松浦　みゆ
円盤投 27m45 (阿南市･福井3) 26m10 (名西郡･神山東3) 25m40 (鳴門市･瀬戸/3) 24m68 (那賀郡･上那賀/3) 23m88 (海部郡･海陽/3) 22m72 (那賀郡･相生/3) 21m49 (美馬郡･半田3) 20m94 (徳島市･八万2)

木内　　桃 岡井　美那 赤澤　侑香 松永　蒼生 小笠原 麻結 大木 緋奈乃 鵜飼　里奈
濵井　晶子 近藤　真由 早川　美穂 本田　彩夏 石坂　琴美 上村　玲奈 竹原　幸恵

4×100m 51”53 奥村　早希 51”90 村上　夏美 52”54 吉岡　祐奈 52”99 浦川　実佑 53”00 佐々木 佳鈴 53”25 森景　　葵 53”75 川原　亜美
リレー 松井　令奈 田村　綾菜 江東　鈴夏 吉田　星奈 早内　陽菜 坂野　里奈 緒方 咲由里

(徳島市･城西) (名西郡･石井) (阿波市･吉野) (板野郡･藍住東) (徳島市･徳島) (板野郡･藍住) (美馬郡･貞光)
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成績一覧表成績一覧表成績一覧表成績一覧表

主　催主　催主　催主　催 徳島県教育委員会徳島陸上競技協会徳島県中学校体育連盟
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