
種　　目 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名
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(-3.0) 中内　洸希 (-3.0) 曽我部 晋作 (-3.0) 佐々木 優太 (-3.0) 田中　達貴 (-2.6) 河田　佳輝 (-3.0) 三谷　真弘 (-2.6) 竹原　徳壱 (-3.0) 小西　将暉
11”71 (藍住東3) 11”85 (脇町3) 11”86 (不動3) 11”89 (徳島文理3) 12”02 (富田3) 12”06 (鳴門3) 12”16 (貞光3) 12”17 (藍住3)
(-4.3) 中内　洸希 (-4.3) 竹原　徳壱 (-4.3) 曽我部 晋作 (-0.5) 河田　佳輝 (-4.3) 小西　将暉 (-3.6) 樫本　紀尚 (-3.6) 松鷹　邑雅 (-4.3) 知名　朝啓
23”56 (藍住東3) 24”33 (貞光3) 24”36 (脇町3) 24”43 (富田3) 24”61 (藍住3) 25”50 (鳴門市第二3) 25”54 (不動3) 25”56 (鳴門3)

熊井　　康 金森　博至 熊井　　現 西田　光佑 土井　晴樹 大上　智史 上田井 佑磨 戸島　拓海
9’01”57 (国府3) 9’01”86 (鳴門3) 9’01”90 (国府3) 9’34”89 (鳴門市第一3) 9’38”44 (美馬3) 9’40”68 (国府3) 9’48”26 (美馬3) 9’50”07 (美馬3)

(-2.3) 猪子　智至 (-2.3) 北原　右京 (-2.3) 田中　春紀 (-2.3) 十亀　雄太 (-2.3) 上野　想朔
16”80 (城西3) 16”94 (新野3) 17”71 (藍住3) 18”79 (藍住東3) 19”05 (徳島3)

山本 龍之介 高橋　智大 2位 桂　　直貴 西沢　貴志
1m65 (城西3) 1m60 (徳島3) 1m60 (富田3) 1m50 (牟岐3)

男 金谷　　駿 平岡　拓巳 久保　宥哉 清水　秀明
11m44 (国府3) 10m50 (美馬3) 9m75 (加茂谷3) 8m77 (鴨島東3)
(-2.1) 井上　健一 (-2.1) 松永　凌太 (-2.1) 久次米 悠雅 (-2.1) 田原　和真 (-1.3) 酒井　玲於 (-0.7) 生田　真魚 (-2.1) 井上　普人 (-0.7) 岩間 優一郎
11”83 (川内2) 12”17 (市場2) 12”32 (鳴門市第一2) 12”34 (城ノ内1) 12”44 (富田2) 12”45 (阿南第二2) 12”54 (城西2) 12”57 (阿南2)

志摩　銀河 横瀬　春紀 酒井　亨仁 宮崎　　洸 以西　昭海 原　　和輝 松本　　佑 板東　耕平
4’25”94 (城西2) 4’29”15 (鳴門市第一2) 4’30”78 (美馬2) 4’31”84 (池田2) 4’32”50 (石井2) 4’32”53 (城ノ内1) 4’35”70 (徳島文理2) 4’36”56 (城ノ内1)

(-1.7) 前川　裕亮 (-1.7) 坂口　涼介 (-1.7) 小林　　凌 (-1.7) 中山　蒼斗 (-1.7) 髙橋　怜甫 (-1.7) 櫨山　和磨 (-1.7) 稲葉　　陸
17”74 (鳴門2) 18”83 (鳴門市第一2) 18”97 (牟岐2) 19”24 (阿南第二2) 19”35 (城西2) 19”40 (牟岐2) 20”70 (大麻2)
(+0.8) 濱口　　巧 (+1.7) 柿窪　健斗 (+0.8) 笹山　観聖 (+1.7) 須原　魁里 (-0.5) 田原　和真 (+0.4) 中川　直也 (+0.8) 中西　優介 (+0.7) 池野　　颯
5m98 (神山東2) 5m52 (木屋平2) 5m47 (徳島2) 5m00 (小松島2) 4m83 (城ノ内1) 4m59 (徳島文理2) 4m57 (八万2) 3m95 (不動2)

小松　将弘 福田　　登 濵中　幸治 尾華 亜玖吏 畠田　翔太
子 13m25 (木屋平2) 9m59 (城西2) 9m54 (不動2) 9m16 (不動2) 8m87 (鳴門市第一2)

(-1.1) 松本　竜海 (-1.1) 奥田　智之 (-1.1) 濱川　佳紀 (-1.1) 福島　良輔 (-1.1) 佐賀　勇太 (-1.1) 宮下　敦志 (-1.5) 植田　慶和 (-1.1) 吉田　侑平
12”21 (北島1) 12”43 (徳島1) 12”49 (大麻1) 12”62 (鳴門市第一1) 12”67 (鳴門市第一1) 13”05 (徳島1) 13”11 (川内1) 13”14 (松茂1)

六車　飛翔 井内　優輔 梶本　康太 戸島　広大 小西　陽人 北岡　風太 天羽　海人 浅田　好誠
4’37”21 (江原1) 4’43”46 (小松島1) 4’48”62 (北島1) 4’49”62 (美馬1) 4’52”10 (阿南1) 4’53”82 (美馬1) 4’54”02 (吉野1) 4’55”75 (日和佐1)

(+1.1) 佐賀　勇太 (+1.3) 結城　朋也 (+0.7) 吉田　侑平 (+1.0) 山本 陽南太 (+0.5) 山戸　香介 (+0.7) 松波　智也 (+2.1) 細谷　楓太
5m58 (鳴門市第一1) 5m07 (鳴門市第一1) 4m76 (松茂1) 4m62 (牟岐1) 4m59 (藍住東1) 4m30 (鳴門市第一1) 3m34 (大麻1)

ABC共通 小松　将弘 山本　　舜 武岡　大聖 山路　涼介 畠田　翔太 山田　拓海 小笠　勝希 田原　拓実
円盤投 34m70 (木屋平2) 27m65 (福井3) 25m60 (鴨島第一2) 22m85 (徳島文理3) 22m14 (鳴門市第一2) 20m31 (城西2) 18m96 (江原2) 15m72 (鳴門市第一1)
ABC共通 佐々木 優太 平野　善常 平岡　拓巳 吉岡 謙一郎 井口　奨也 多田　　翼 坂口　友希 西尾　和真
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 63m27 (不動3) 60m17 (牟岐3) 51m27 (美馬3) 48m82 (吉野2) 44m54 (藍住3) 42m42 (国府3) 39m19 (石井2) 37m19 (城西3)

(0.0) 松井　令奈 (0.0) 田村　綾菜 (0.0) 江東　鈴夏 (0.0) 本田　彩夏 (0.0) 丸宮　綾華 (0.0) 坂本 帆奈美 (0.0) 近藤　真由 (-0.5) 木内　　桃
12”68 (城西3) 12”96 (石井3) 13”26 (吉野3) 13”29 (藍住東3) 13”40 (鳴門市第一3) 13”61 (城ノ内3) 13”70 (石井3) 13”74 (城西3)
(-3.6) 松井　令奈 (-3.6) 本田　彩夏 (-3.6) 木内　　桃 (-3.6) 坂本 帆奈美
26”84 (城西3) 28”77 (藍住東3) 28”81 (城西3) 28”97 (城ノ内3)

巽　　優希 浜　亜由美 清水　佳奈 小笠　葉奈 松永　優実 武田　紗生 吉田　梨央 三浦　早羅
10’20”58 (美馬3) 10’42”22 (由岐3) 10’43”94 (美馬3) 11’26”54 (川内3) 11’50”49 (徳島3) 11’54”79 (鴨島東3) 12’03”46 (佐那河内3) 12’04”68 (海陽2)

(-0.9) 早川　美穂 (-0.9) 六車　梨那 (-0.9) 藤丸 みなみ (-0.9) 多田　葉月
16”92 (吉野3) 17”23 (加茂名3) 17”74 (三加茂3) 20”18 (阿南第二3)

板東　良奈 梶　　朱莉 櫻井　恋子 野々瀬　悠 清水　愛奈 松島　光希 宮本　睦希
1m49 (板野3) 1m49 (城東3) 1m35 (牟岐3) 1m35 (国府3) 1m30 (阿南第二3) 1m30 (城西3) 1m25 (城東3)

女 曽川　　光 藤本　真帆 笹木　亜美
9m02 (松茂3) 8m50 (脇町3) 7m60 (藍住3)
(-1.9) 片岡 真理子 (-0.6) 佐々木 佳鈴 (-1.9) 木村　紀香 (-0.6) 椋下　美里 (-0.6) 大江　妃菜 (-1.9) 小路　佑実 (-0.6) 山添　凪乃 (-2.1) 井上　沙紀
13”34 (板野2) 13”82 (徳島2) 13”90 (鳴門市第一2) 13”99 (那賀川2) 14”04 (大麻2) 14”20 (小松島2) 14”23 (阿南第二2) 14”32 (川内2)

遠藤　桃菜 川口　優香 玉置 亜弥香 青野　菜美 岩浅　好香 吉成　佑奈 悦見　彩華 日下　穂南
4’59”97 (鴨島東2) 5’00”11 (羽ノ浦2) 5’01”43 (北島2) 5’08”38 (大麻2) 5’14”22 (阿南2) 5’16”16 (阿南2) 5’19”94 (阿南第二2) 5’22”36 (加茂谷2)

(-1.7) 脇川　　萌 (-1.7) 藤田 もも夏 (-1.7) 石井　真由 (-1.7) 藤井　海緒 (-1.7) 湯浅　美穂 (-2.1) 大野　鈴夏 (-2.1) 金山　彩香 (-2.1) 勝浦　菜央
16”17 (脇町2) 16”55 (那賀川2) 17”35 (国府2) 18”54 (阿南2) 18”64 (加茂谷2) 18”71 (阿南2) 18”78 (鴨島第一2) 18”93 (鴨島第一2)
(-2.0) 佐々木 佳鈴 (-1.4) 山本　　渚 (-1.8) 三原　菜央 (-0.9) 鈴江 菜々子 (-0.2) 山添　凪乃 (-1.3) 元木　志織 (-0.7) 岡田　萌子
5m23 (徳島2) 4m92 (鳴門市第二2) 4m75 (板野2) 4m15 (徳島2) 4m15 (阿南第二2) 3m93 (大麻2) 3m76 (藍住東2)

敷田　直実 稲垣 はるな 河野 くるみ 山本 祐美加 敷田 あずさ 畠山　　香
子 10m98 (神山2) 9m80 (徳島2) 8m90 (神山2) 7m77 (加茂谷2) 7m63 (神山2) 7m04 (那賀川2)

(-1.0) 竹原　幸恵 (-1.0) 上村　玲奈 (-1.0) 川原　亜美 (-0.6) 枝川 侑希乃 (-1.0) 松永　蒼生 (-0.6) 佐藤　愛子 (-1.0) 山橋　美優 (-1.7) 村上　愛奈
13”40 (貞光1) 13”52 (藍住1) 13”90 (貞光1) 14”09 (鳴門市第一1) 14”09 (藍住東1) 14”18 (城ノ内1) 14”19 (藍住東1) 14”52 (藍住東1)

髙見　宥妃 堺　　満咲 吉田　蕗生 近藤　真央 藤本　歩優 亀井　早苗 守野　美祐 宮﨑　理乃
2’28”53 (阿南1) 2’30”94 (阿南第一1) 2’32”29 (佐那河内1) 2’32”57 (三好1) 2’33”95 (三加茂1) 2’34”37 (阿南1) 2’34”52 (阿南1) 2’34”84 (鳴門市第一1)

(+1.2) 原田　万葉 (-2.4) 山本　歩未 (-1.3) 道中　杏花 (-0.9) 正木 明日佳 (-1.8) 前川　佳代 (-1.7) 新野　杏有 (-2.5) 藤本　日奈 (-0.6) 後藤　彩心
4m40 (福井1) 4m37 (福井1) 4m35 (城東1) 4m31 (徳島1) 4m22 (鳴門1) 4m16 (阿南1) 4m02 (徳島1) 3m53 (徳島1)

ABC共通 相原　詩恩 亀尾　美緒 阿部　好花 曽川　　光 櫻井　美友 片山　明莉 蔭山 ひかり
円盤投 25m14 (鴨島東3) 23m46 (福井3) 21m85 (神山東3) 21m01 (松茂3) 19m18 (大麻2) 18m58 (加茂谷2) 17m27 (美馬3)
ABC共通 多田　愛美 河野 くるみ 龍田　美咲 三原　裕夏 稲垣 はるな 櫻井　美友 小川　仁泉 敷田 あずさ
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 38m71 (美馬3) 36m43 (神山2) 32m32 (鷲敷2) 29m45 (石井2) 29m42 (徳島2) 28m95 (大麻2) 28m53 (阿南第二1) 27m61 (神山2)
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