
種　　目 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属 記　録 所　　　属

(+1.7) 佐賀　勇太 (+1.7) 酒井　　翼 (+1.7) 竹内　翔雅 (+1.7) 近藤　拓海 (+1.7) 松波　智也 (+1.7) 宮下　敦志 (+2.6) 山戸　香介 (+0.2) 成谷　恒星

11”30 (鳴門市第一3) 11”41 (鳴門市第一3) 11”65 (阿南3) 11”65 (鴨島第一3) 11”70 (鳴門市第一3) 11”73 (徳島3) 11”78 (藍住東3) 11”98 (土成3)

(+0.2) 酒井　　翼 (+0.2) 近藤　拓海 (+0.2) 濱川　佳紀 (+0.2) 福島　良輔 (+0.2) 宮下　敦志 (+0.2) 松波　智也 (+0.5) 成谷　恒星 (+0.2) 吉田　侑平

22”77 (鳴門市第一3) 23”37 (鴨島第一3) 23”67 (大麻3) 23”73 (鳴門市第一3) 23”79 (徳島3) 24”10 (鳴門市第一3) 24”14 (土成3) 24”28 (松茂3)

井内　優輔 橋本　尚斗 大平　晃生 永本　友佑 戸島　広大 戸島　義貴 武田　和也 住友　竜司

9’00”32 (小松島3) 9’21”00 (川島3) 9’25”21 (小松島3) 9’32”88 (池田3) 9’34”72 (美馬3) 9’38”16 (美馬3) 9’39”57 (八万3) 9’40”39 (城ノ内3)

(+1.6) 佐藤　　心 (+1.6) 森西　一希 (+1.6) 阿地　　守 (+1.6) 神田　大河 (+1.6) 伊丹　隆精 (+1.6) 福池　　凜

16”14 (海陽3) 16”63 (石井3) 17”39 (新野3) 17”66 (羽ノ浦3) 18”54 (池田3) 19”48 (城ノ内3)

佐藤　　心 吉本　光我 笹山　　亮 来代　直也 山本　大悟 藤澤　晟真 佐和　晃考 豊田　真司

1m88 (海陽3) 1m70 (城東3) 1m60 (池田3) 1m60 (石井3) 1m60 (鳴門市第二3) 1m55 (藍住東3) 1m55 (江原3) 1m50 (藍住東3)

男 田岡　和成 前川　　廉 田原　拓実 島田　拓斗 西　　康太 荒尾　颯人 片山　大聖

13m35 (半田3) 10m31 (北井上3) 10m17 (鳴門市第一3) 8m89 (大麻3) 7m69 (加茂谷3) 7m64 (城東3) 6m12 (加茂谷3)

(+0.4) 山本　隼平 (+1.0) 角　航太朗 (+0.4) 井開　泰輔 (+0.4) 宮本　一平 (+0.4) 佐條　友哉 (+1.0) 森脇　大翔 (+0.4) 横山　雄大 (+1.0) 小出　悠介

11”89 (南部2) 12”02 (小松島2) 12”04 (徳島2) 12”05 (鳴門市第一2) 12”11 (松茂2) 12”16 (八万2) 12”22 (美馬2) 12”38 (鳴門市第二2)

安藤　大地 宮本　大生 谷口　和人 岩浅　瑞樹 竹内　奨真 永本　洋佑 前田　桂吾 曽川　　聖

4’21”12 (池田2) 4’24”21 (脇町2) 4’25”02 (阿南2) 4’25”98 (美馬2) 4’26”01 (石井2) 4’32”09 (池田2) 4’32”77 (美馬2) 4’33”70 (松茂2)

(+0.1) 横山　航大 (+0.1) 木下　緋色 (+0.1) 福岡　大地 (+2.0) 中島　恭兵 (+0.1) 本木　　輝 (+2.0) 大藪　颯介 2 西田　陸人 0.1 唐木　碧波

17”35 (美馬2) 17”78 (牟岐2) 18”10 (海陽2) 18”34 (海陽2) 18”41 (新野2) 18”86 (川内2) 19”23 (南部2) 19”58 (鳴門市第一2)

(+0.9) 野口　航平 (+0.9) 角　航太朗 (+0.4) 荒岡　秀伍 (+1.1) 森脇　大翔 (+0.3) 三笠　友也 (+0.8) 田上　俊平 (+1.1) ﾃﾞﾙｶｽﾃｨﾘｵ 隼ｼﾞﾑ (+0.9) 青木　　駿

5m97 (鳴門市第一2) 5m97 (小松島2) 5m64 (美馬2) 5m56 (八万2) 5m40 (江原2) 5m32 (松茂2) 5m16 (富田2) 5”08 (小松島2)

小松　竜治 南里　侑亮 元木　一人 安福 健一郎 黒田　祐生 山下　貴史 井出　　豊 新居　朋哉

子 12m73 (木屋平2) 11m36 (高浦2) 9m57 (羽ノ浦2) 9m18 (大麻2) 7m51 (阿南第二2) 7m35 (八万2) 7m08 (加茂谷2) 6m64 (国府2)

(0.0) 井上　颯真 (0.0) 濱崎　宏太 (0.0) 大村　優斗 (+1.8) 橋本 風舞季 (0.0) 井上　芽久 (+1.8) 四宮　昌幸 (+1.8) 若藤　祐馬 (+1.8) 川田　一樹

12”37 (土成1) 12”67 (藍住1) 12”70 (石井1) 12”94 (小松島1) 12”97 (上板1) 13”12 (城西1) 13”14 (鳴門市第二1) 13”15 (川内1)

生田　琉海 仁木 蒼一郎 奥谷　登勝 黒上 京太郎 福田　憲人 岡村 亮太郎 以西　功汰 春兼　宗生

4’21”85 (阿南第二1) 4’37”32 (高浦1) 4’41”84 (板野1) 4’42”63 (城ノ内1) 4’46”78 (徳島1) 4’47”26 (美馬1) 4’50”44 (藍住1) 4’51”74 (日和佐1)

(+0.7) 武林　朋哉 (+2.0) 佐藤　雅也 (+1.1) 榎谷　瑠斗 (+2.3) 大前　　歩 (+1.8) 緒方　雅浩 (0.0) 矢野　寛明 (+0.4) 伊吹　祐弥 (+1.3) 森崎　翔太

5m34 (鳴門市第一1) 4m87 (城ノ内1) 4m85 (福井1) 4m64 (牟岐1) 4m63 (貞光1) 4m56 (国府1) 4m39 (鳴門市第一1) 4m00 (藍住東1)

ABC共通 藤田　駿介 中口　　樹 小松　竜治 田岡　和成 西　　康太 多田 幸太郎 井出　　豊 片山　大聖

円盤投 37m52 (美馬3) 31m59 (不動3) 31m29 (木屋平2) 27m13 (半田3) 21m92 (加茂谷3) 21m45 (国府1) 17m30 (加茂谷2) 16m82 (加茂谷3)

ABC共通 福島　良輔 島田　拓斗 奥田　智之 田原　拓実 石堂　嵩明 吉成　貴行 荒岡　秀伍 多田 幸太郎

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 54m60 (鳴門市第一3) 46m12 (大麻3) 46m10 (徳島3) 44m57 (鳴門市第一3) 40m32 (松茂2) 39m66 (鳴門市第一3) 36m15 (美馬2) 33m71 (国府1)

(+0.7) 松家　由依 (+0.7) 松永　蒼生 (+0.7) 上村　玲奈 (+0.7) 笠岡 美由葵 (+0.7) 竹原　幸恵 (+0.7) 平川　万莉 (+0.7) 枝川 侑希乃 (+1.6) 箕田　萌花

13”02 (鳴門市第二3) 13”05 (藍住東3) 13”29 (藍住3) 13”47 (鳴門市第一3) 13”68 (貞光3) 13”73 (鳴門市第二3) 13”89 (鳴門市第一3) 13”98 (藍住東3)

(+1.4) 松家　由依 (+1.4) 松永　蒼生 (+1.4) 竹原　幸恵 (+1.4) 近藤　和紗 (+1.4) 箕田　萌花 (+1.4) 土壁　理香 (+1.4) 湯浅　嬉美

27”06 (鳴門市第二3) 27”79 (藍住東3) 28”26 (貞光3) 29”18 (南部3) 29”22 (藍住東3) 30”37 (海陽3) 30”92 (加茂谷3)

藤本　歩優 守野　美祐 飯田　未夢 亀井　早苗 吉田　蕗生 荒川　凜果 近藤　真央 髙見　宥妃

11’03”26 (三加茂3) 11’03”49 (阿南3) 11’06”59 (川島3) 11’15”11 (阿南3) 11’16”45 (佐那河内3) 11’18”95 (阿南3) 11’25”00 (三好3) 11’25”72 (阿南3)

(+0.1) 佐藤　愛子 (+0.1) 谷　優花子 (+0.1) 湯浅　嬉美

15”17 (城ノ内3) 16”62 (国府3) 18”57 (加茂谷3)

林　　陽菜 正木 明日佳 田村　有希

1m52 (城東3) 1m52 (徳島3) 1m43 (加茂谷3)

女 馬場 さくら 千塚 衣里子 山上　　遥

10m71 (生光学園3) 6m20 (鳴門市第一3) 6m06 (加茂谷3)

(+2.3) 梅本　真有 (+2.3) 武知　優里 (+2.3) 登　　瑞季 (+2.3) 杉本　友咲 (+2.3) 久次米　萌 (+1.9) 矢野　聖七 (+2.3) 戸島　　蘭 (+2.3) 藤井　佑衣

12”61 (鳴門市第二2) 12”86 (石井2) 13”05 (八万2) 13”14 (那賀川2) 13”33 (鳴門市第一2) 13”42 (徳島2) 13”42 (美馬2) 13”46 (大麻2)

虎谷　初音 酒井　　想 吉本　智恵 山田　清加 大谷　菜月 角南　茉耶 西谷　紗綾 榊原　海友

4’53”82 (吉野2) 4’59”73 (高浦2) 5’03”00 (半田2) 5’03”19 (海陽2) 5’10”60 (松茂2) 5’13”82 (阿南2) 5’16”10 (江原2) 5’16”16 (板野2)

(+1.6) 岡村 あみか (+1.6) 竹松　瑠美 (+1.6) 大地 彩央里 (+1.6) 新居　鈴菜 (+1.6) 西田　　雅 (+0.6) 伊藤　萌絵 (+0.6) 苧坂 和佳奈 (+1.6) 尾崎　未紀

15”37 (吉野2) 15”47 (鳴門市第二2) 16”17 (八万2) 16”60 (不動2) 17”05 (国府2) 17”37 (徳島2) 18”18 (徳島2) 18”20 (羽ノ浦2)

(+0.8) 木村　美海 (+0.9) 岡村 あみか (+1.9) 浦田　安奈 (+1.7) 野田　千祥 (+1.3) 菅村　美月 (+1.1) 島田　春菜 (+1.1) 郡　　夏希 (+1.4) 愛智　由菜

5m08 (吉野2) 4m78 (吉野2) 4m34 (鳴門市第二2) 4m15 (八万2) 4m14 (富田2) 4m00 (羽ノ浦2) 3m94 (城東2) 3m84 (国府2)

牧　　咲良 岸本 ななみ 松尾 あかね 下込　文音 大杉 さくら 下込　文香 山橋　亜祐

子 10m51 (八万2) 9m99 (那賀川2) 9m08 (佐那河内2) 7m49 (北井上2) 6m27 (藍住東2) 6m03 (北井上2) 5m00 (藍住東2)

(+1.9) 柴田 ここり (+1.9) 中川　春奈 (+1.9) 西川　麻衣 (+1.9) 中山　楓音 (+1.9) 吉田　美優 (+1.9) 登　　美優 (+0.9) 小川　ゆめ (+0.9) 勝間　　緑

13”02 (池田1) 13”48 (藍住1) 13”57 (新野1) 13”66 (吉野1) 13”75 (阿南1) 13”94 (南部1) 14”00 (阿南1) 14”07 (三好1)

瀨尾　叶望 小林　璃々 森岡　美羽 富永　芹加 西川　麻衣 笹山　萌花 百々　市雛 丸山　美優

2’28”73 (吉野1) 2’32”09 (羽ノ浦1) 2’33”46 (鳴門市第一1) 2’36”78 (鳴門市第二1) 2’37”43 (新野1) 2’39”35 (藍住1) 2’40”29 (牟岐1) 2’40”87 (藍住1)

(+1.3) 吉田　美優 (+2.2) 丸宮　凜華 (+0.3) 藤本　千愛 (+2.0) 平松　未衣 (+1.4) 佐々木 羅良 (+1.4) 奥野 由花理 (+1.8) 西田　和代 (+1.0) 井原 菜々美

4m69 (阿南1) 4m63 (鳴門市第一1) 4m58 (三加茂1) 4m42 (小松島1) 4m17 (板野1) 3m97 (阿南1) 3m96 (富田1) 3m91 (富田1)

ABC共通 牧　　咲良 山上　奈々 大久保　空 松田　菜穂 山上　　遥 曽我井 春花 坂本　彩華 泉　　光紀

円盤投 22m70 (八万2) 20m53 (半田3) 19m52 (高浦3) 18m49 (阿南第二1) 17m58 (加茂谷3) 17m27 (加茂谷1) 17m22 (加茂谷2) 16m43 (松茂1)

ABC共通 沖津　　和 村部　七海 佐々木　香菜子 仲野　咲彩 岸本 ななみ 松井　　萌 近藤　　杏 松本 二千翔

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 32m05 (阿南第二2) 31m53 (上板1) 30m64 (神山1) 29m74 (佐那河内2) 23m46 (那賀川2) 23m06 (城西2) 18m50 (南部1) 18m02 (松茂2)

54 参加人数参加人数参加人数参加人数 724 主　催主　催主　催主　催 記録主任記録主任記録主任記録主任 清水　英伸 総　務総　務総　務総　務 山本　貴春 審判長審判長審判長審判長
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