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(-0.1) 山本　隼平 (-0.1) 中井　啓貴 (-0.1) 宮本　一平 (-0.1) 佐條　友哉 (-0.1) 井開　泰輔 (-0.1) 伊勢　貴洋 (+1.0) 磯崎 錬太郎 (+1.0) 柴田　彪我
11”43 (南部3) 11”45 (佐那河内3) 11”83 (鳴門市第一3) 11”90 (松茂3) 11”92 (徳島3) 11”99 (大麻3) 12”00 (城西3) 12”08 (藍住3)
(+0.9) 角　航太朗 (0.0) 井開　泰輔 (0.0) 鈴江　竜也 (0.0) 宮本　一平 (0.0) 磯崎 錬太郎 (0.0) 柴田　彪我 (0.0) 前田　光音 (+0.9) 小出　悠介
23”76 (小松島3) 23”90 (徳島3) 23”94 (鳴門市第二3) 24”44 (鳴門市第一3) 24”69 (城西3) 24”85 (藍住3) 24”90 (半田3) 24”94 (鳴門市第二3)

岩浅　瑞樹 宮本　大生 伊藤　圭介 宇山　真郷 津川　昌也 薄田　朋樹 喜多　昂生 喜多　健生
9’13”34 (美馬3) 9’14”88 (脇町3) 9’20”48 (松茂3) 9’32”98 (美馬3) 9’34”19 (池田3) 9’38”58 (阿南第一3) 9’39”13 (美馬3) 9’40”87 (美馬3)

(+0.1) 横山　雄大 (+0.1) 木下　緋色 (+0.1) 角　航太朗 (+0.1) 横山　航大 (+0.1) 明石　真英 (+0.1) 多田　直生 (+0.1) 末木　拓生
15”79 (美馬3) 16”60 (牟岐3) 16”80 (小松島3) 16”85 (美馬3) 16”89 (北島3) 19”11 (上板3) 19”95 (鳴門市第一3)

西田　陸人 阿部　将也 2位 福井　速斗 多田　　翼 戸川　　光
1m71 (南部3) 1m70 (北島3) 1m70 (加茂谷3) 1m70 (海陽3) 1m65 (勝浦3)

男 小松　竜治 南里　侑亮 元木　一人 小原　颯斗 牧本　一希 山下　貴史 丸岡　隆聖 大島　二郎
11m78 (木屋平3) 11m04 (高浦3) 10m66 (羽ノ浦3) 10m18 (羽ノ浦3) 9m41 (松茂3) 8m39 (八万3) 8m26 (海陽3) 7m18 (鳴門市第二3)
(-1.0) 中山　和也 (-1.0) 大村　優斗 (-1.0) 濱崎　宏太 (-1.0) 江藤 宗一郎 (-1.0) 八尾　康平 (-1.8) 勝野　稜磨 (-1.0) 若藤　祐馬 (-1.8) 佐々木 隆成
11”77 (徳島2) 11”87 (石井2) 12”08 (藍住2) 12”22 (津田2) 12”44 (大麻2) 12”52 (徳島2) 12”63 (鳴門市第二2) 12”68 (藍住2)

生田　琉海 黒上 京太郎 矢野　達也 福田　憲人 河内　　優 武田　遥都 岡村 亮太郎 伊藤　優汰
4’10”50 (阿南第二2) 4’28”55 (城ノ内2) 4’29”11 (半田2) 4’32”98 (徳島2) 4’34”66 (三野2) 4’35”87 (小松島2) 4’35”99 (美馬2) 4’39”44 (徳島2)

(-0.4) 佐々木 隆成 (-0.4) 田村 聡一朗 (-0.4) 百々　諒哉 (-0.4) 井上　芽久 (-0.4) 平野　学宜 (-0.4) 岸　　光紀
17”46 (藍住2) 17”49 (高浦2) 18”63 (牟岐2) 18”71 (上板2) 18”75 (海陽2) 20”34 (城ノ内2)
(+0.7) 武林　朋哉 (+1.7) 矢野　寛明 (+0.4) 緒方　雅浩 (+0.2) 佐藤　雅也 (+0.7) 大前　　歩 (+0.8) 八毛　翔太 (+0.2) 森崎　翔太 (+0.6) 南東　夕輝
5m52 (鳴門市第一2) 5m23 (国府2) 5m20 (貞光2) 5m03 (城ノ内2) 4m71 (牟岐2) 4m47 (羽ノ浦2) 4m45 (藍住東2) 4m00 (南部2)

多田 幸太郎 小出　健登 笹川 滉之助 大谷　圭吾 丸岡　将馬 中内　洋文 岩花　準也 福池　優貴
子 11m98 (国府2) 11m52 (高浦2) 10m36 (高浦2) 10m34 (牟岐2) 9m66 (日和佐2) 8m73 (羽ノ浦2) 8m69 (南部2) 8m68 (鳴門2)

(-2.3) 杉田　侑弥 (-2.3) 喜多　一成 (-2.3) 中野　郁也 (-2.3) 加藤 虎太朗 (-1.7) 溝内　将人 (-2.3) 佐藤　奨起 (-1.7) 丸本　佳典 (-1.7) 古川　甲斐
12”23 (藍住東1) 12”99 (江原1) 13”06 (藍住1) 13”20 (徳島1) 13”24 (海陽1) 13”25 (板野1) 13”26 (城ノ内1) 13”26 (板野1)

石井　嵩也 山本　太陽 川口　諒也 山口　駿雄 吉岡　育未 梶浦　壮志 山田　慮宇 島田　創太
4’46”10 (阿南第一1) 4’48”84 (池田1) 4’51”69 (羽ノ浦1) 4’52”47 (阿南第一1) 4’52”56 (池田1) 4’59”54 (美馬1) 4’59”61 (坂野1) 4’59”84 (羽ノ浦1)

(+0.4) 髙橋 愛一郎 (+0.3) 篠原　　理 (+0.6) 渡辺　勇輝 (+1.6) 高木　結都 (+1.6) 花崎　　楓 (+0.2) 勝野　　隼 (+0.7) 関本　颯人 (+0.9) 居村　宣孝
5m39 (松茂1) 5m31 (徳島1) 5m30 (鳴門1) 4m75 (阿南1) 4m70 (阿南第二1) 4m69 (城ノ内1) 4m69 (板野1) 4m64 (牟岐1)

ABC共通 小松　竜治 山内　竜一 大谷　圭吾 竹内　雅哉 矢野　大志 牧本　一希 岩花　準也 竹内　　惣
円盤投 36m50 (木屋平3) 27m80 (不動3) 26m59 (牟岐2) 21m96 (不動3) 21m87 (川内1) 21m24 (松茂3) 15m82 (南部2) 15m78 (半田3)
ABC共通 荒岡　秀伍 原田　空雅 野口　和馬 多田 幸太郎 東田　日向 湯浅　龍平 和田　大輝 西田　陸人

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 60m28 (美馬3) 56m44 (神山3) 51m81 (鷲敷3) 49m97 (国府2) 48m49 (牟岐3) 43m03 (阿南3) 40m34 (南部2) 37m94 (南部3)
(-1.4) 武知　優里 (-1.4) 登　　瑞季 (-1.4) 梅本　真有 (-1.4) 杉本　友咲 (-1.4) 大橋 英吏香 (-1.4) 藤井　佑衣 (-1.0) 戸島　　蘭 (-1.0) 矢野　聖七
12”86 (石井3) 13”04 (八万3) 13”22 (鳴門市第二3) 13”45 (那賀川3) 13”50 (八万3) 13”53 (大麻3) 13”60 (美馬3) 13”63 (徳島3)
(+0.2) 武知　優里 (+0.2) 登　　瑞季 (+0.2) 梅本　真有 (+0.2) 戸島　　蘭 (+0.2) 古川　　菫 (+0.2) 久次米　萌 (+0.2) 杉本　友咲 (+0.2) 兒島　玲菜
26”19 (石井3) 26”60 (八万3) 26”92 (鳴門市第二3) 27”68 (美馬3) 27”92 (徳島3) 28”13 (鳴門市第一3) 28”17 (那賀川3) 29”30 (藍住東3)

虎谷　初音 榊原　海友 溝内　里紗 金井　榛華 大谷　菜月 吉本　智恵 小西　菜月 山田　清加
11’04”43 (吉野3) 11’05”13 (板野3) 11’20”09 (海陽3) 11’21”85 (美馬3) 11’23”36 (松茂3) 11’24”90 (半田3) 11’34”45 (美馬3) 11’34”47 (海陽3)

(-0.2) 竹松　瑠美 (-0.2) 大地 彩央里 (-0.2) 雑賀　亜実 (-0.2) 伊藤　萌絵 (-0.2) 新居　鈴菜 (-0.2) 尾崎　未紀
15”83 (鳴門市第二3) 16”21 (八万3) 17”77 (徳島3) 17”78 (徳島3) 18”34 (不動3) 18”58 (羽ノ浦3)

八田 紗里花 島田　春菜 谷　　彩楓 藤井　美希
1m49 (松茂3) 1m49 (羽ノ浦3) 1m46 (北島3) 1m35 (高浦3)

女 岸本 ななみ 松尾 あかね 斎　　里菜 平野　歩夢 杉河　実咲
9m00 (那賀川3) 8m90 (佐那河内3) 7m81 (羽ノ浦3) 7m37 (半田3) 6m11 (半田3)
(-1.2) 柴田 ここり (-1.2) 丸宮　凜華 (-1.2) 中川　春奈 (-1.2) 吉田　美優 (-1.2) 中山　楓音 (-1.2) 登　　美優 (-2.9) 西田　和代 (-2.9) 吉原　真白
13”52 (池田2) 13”60 (鳴門市第一2) 13”64 (藍住2) 13”72 (阿南2) 13”78 (吉野2) 13”89 (南部2) 14”07 (富田2) 14”33 (松茂2)

小林　璃々 瀬尾　叶望 古山　育弥 泉　　光優 山本 あかり 矢野　　爽 村田　朱音 橘　花生子
4’47”07 (羽ノ浦2) 4’51”88 (吉野2) 5’04”51 (羽ノ浦2) 5’25”43 (松茂2) 5’26”14 (徳島2) 5’26”70 (南部2) 5’27”87 (板野2) 5’28”31 (北島2)

(0.0) 藤本　千愛 (0.0) 西村　公花 (0.0) 百々　市雛 (0.0) 水谷　莉菜 (0.0) 平松　未衣 (0.0) 竹田　愛海
15”82 (三加茂2) 16”32 (石井2) 16”81 (牟岐2) 18”42 (徳島2) 18”53 (小松島2) 20”80 (鳴門市第二2)
(+1.5) 吉田　美優 (+3.0) 佐々木 羅良 (+1.0) 西田　和代 (+0.7) 平松　未衣 (+1.5) 佐藤　緋音 (+0.6) 杉本　琴葉 (+1.2) 松家 茉莉子 (+4.1) 小川　佳倫
5m33 (阿南2) 4m67 (板野2) 4m51 (富田2) 4m38 (小松島2) 4m18 (城ノ内2) 4m10 (鳴門市第一2) 4m07 (八万2) 4m03 (徳島2)

近藤　　杏 青山　春歌 泉　　光紀 清水　優風 岸本　彩花 松下　瑠花
子 9m78 (南部2) 9m18 (徳島2) 8m24 (松茂2) 5m94 (八万2) 5m80 (南部2) 5m77 (八万2)

(-1.4) 山本　優奈 (-1.4) 湊　　小楽 (-1.4) 岩田　真弥 (-1.4) 森野　彩音 (-1.1) 吉田　花音 (-1.4) 市山　海友 (-1.4) 撫養 あかり (-1.1) 森　美由紀
13”46 (大麻1) 13”76 (鳴門市第一1) 13”99 (富岡東1) 14”01 (徳島1) 14”04 (鳴門市第二1) 14”18 (石井1) 14”25 (羽ノ浦1) 14”33 (吉野1)

多田　妃菜 濱　　彩夏 神谷　詩音 杉本　佳穂 酒井　春菜 鈴木　結花 小野　愛純 藤丸　まゆ
2’36”67 (川内1) 2’37”58 (小松島1) 2’42”32 (板野1) 2’43”74 (海陽1) 2’44”51 (美馬1) 2’46”98 (徳島文理1) 2’47”16 (半田1) 2’48”68 (三加茂1)

(+2.2) 藤倉　麻央 (+4.6) 下平　怜奈 (+1.4) 森　美由紀 (+2.6) 長谷 実加子 (+1.8) 筒井　　舞 (+1.7) 中筋　海月 (+2.9) 日高　萌実 (+2.8) 福池　心叶
4m97 (阿南第一1) 4m55 (富岡東1) 4m38 (吉野1) 4m05 (城ノ内1) 3m92 (小松島1) 3m92 (松茂1) 3m88 (南部1) 3m79 (鳴門1)

ABC共通 岸本 ななみ 岸野　千照 牧　　咲良 平野　歩夢 坂本　彩華 泉　　光紀 一山　未来 中口 ひなた
円盤投 25m48 (那賀川3) 24m59 (鷲敷3) 23m87 (八万3) 23m28 (半田3) 22m67 (加茂谷3) 21m95 (松茂2) 19m26 (牟岐3) 19m18 (不動3)
ABC共通 村部　七海 藤本 日伽李 仲野　咲彩 富永 寿々菜 宇田　蒼海 笠井　桃花 佐々木 香菜子 喜多　陽葉

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 39m11 (上板2) 35m22 (美馬2) 35m00 (佐那河内3) 34m72 (北島3) 32m01 (大麻3) 31m51 (鴨島第一3) 30m74 (神山2) 22m68 (美馬2)

59 参加人数 742 主　催 記録主任 清水　英伸 総　務 山本　貴春 審判長 岸　勉・上田　善一
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