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(+2.4) 杉田　侑弥 (+2.4) 大塚　弘貴 (+2.4) 松本　優輝 (+2.4) 山下　雄紀 (+2.4) 小川 将二郎 (+2.2) 近藤　岳渡 (+2.2) 釣井　英人 (+2.4) 遊塚　瑞稀

11”32 (藍住東3) 11”63 (鴨島第一3) 11”67 (城東3) 11”77 (北井上3) 11”78 (鳴門市第一3) 11”95 (国府3) 12”10 (城東3) 12”12 (鴨島第一3)

(+2.0) 吉本　吏玖 (+2.0) 尾木原 夢登 (+2.0) 篠原　　理 (+1.7) 大塚　弘貴 (+1.7) 山下　雄紀 (+1.7) 中野　郁也 (+2.0) 近藤　岳渡 (+2.0) 松本　優輝

22”93 (吉野3) 22”97 (加茂名3) 23”35 (徳島3) 23”95 (鴨島第一3) 23”96 (北井上3) 24”07 (藍住3) 24”18 (国府3) 24”33 (城東3)

大江　柊輔 吉田　　鐘 赤澤　京弥 山本　太陽 坂部　　新 小笠原　諒 梶浦　壮志 宇都宮 幸輝

9’20”99 (鷲敷3) 9’21”60 (鳴門3) 9’22”01 (徳島3) 9’27”98 (池田3) 9’36”41 (国府3) 9’45”49 (三野3) 9’50”21 (美馬3) 9’54”31 (藍住3)

(+1.5) 居村　宣孝 (+1.5) 渡辺　勇輝 (+1.5) 戸崎　翔太 (+1.5) 吉本　磨生

15”62 (牟岐3) 16”61 (鳴門3) 18”63 (南部3) 20”85 (城東3)

森北　羽太 藤岡　大陽 由良　快斗 西田　隼磨 泉　　亮太 相原　　心 森実　大揮

1m70 (城東3) 1m65 (徳島3) 1m65 (海陽3) 1m60 (羽ノ浦3) 1m60 (由岐3) 1m60 (藍住3) 1m60 (池田3)

男 坂野　翔哉 長坂　拓磨 板場　　凱

13m54 (城西3) 9m85 (羽ノ浦3) 8m79 (東祖谷3)

(+0.7) 中村　勇斗 (+0.7) 谷澤　一輝 (+0.7) 森谷　拓巳 (+0.7) 大野　嵩介 (+0.7) 高松　幸大 (+2.4) 松島　光希 (+2.4) 宮崎　泰希 (+0.7) 楠　　瑞喜

11”64 (藍住東2) 11”89 (羽ノ浦2) 11”94 (徳島2) 11”94 (神山2) 11”98 (徳島2) 12”03 (鴨島東2) 12”07 (藍住東2) 12”13 (鳴門市第一2)

廣瀬　　航 折上　泰生 田岡　信一 湯浅 孝太郎 井田　敦士 村田　雄成 佐野　岳琉 山本　和博

4’23”86 (鳴門2) 4’25”19 (小松島南2) 4’26”25 (半田2) 4’26”72 (北島2) 4’35”67 (富岡東2) 4’39”55 (板野2) 4’40”60 (徳島2) 4’43”19 (藍住2)

(+0.5) 日野　夢叶 (+0.5) 日比生 世輝 (+0.5) 谷　　哲志 (+0.5) 清井　春之 (+0.5) 森　　麗央 (+0.5) 上岡　暉和 0.5 中島　大樹

16”73 (不動2) 16”77 (大麻2) 17”16 (鴨島第一2) 17”76 (加茂名2) 18”33 (羽ノ浦2) 18”60 (羽ノ浦2) 19”04 (海陽2)

(+3.0) 山本　大心 (+1.3) 上岡　暉和 (+2.1) 原田 ﾚﾝｺﾞ一之 (+1.2) 金山　大輝 (+1.8) 堀川　祐暉 (+1.3) 草津　心基 (+3.6) 真弓 倫太郎 (+3.1) 西浦　巧人

5m83 (海陽2) 5m70 (羽ノ浦2) 5m25 (富岡東2) 5m25 (南部2) 5m24 (徳島2) 5m18 (加茂名2) 5m14 (南部2) 5m11 (羽ノ浦2)

竹内　智哉 多田 翔一朗 大塚　心人 中山　洋佑 杖谷　英音

子 11m78 (不動2) 10m96 (国府2) 10m49 (鴨島第一2) 6m80 (国府2) 5m20 (南部2)

(+1.3) 仁木　悠人 (+1.3) 森　　悠真 (+1.3) 石川　泰山 (+1.3) 藤田　雅也 (+1.3) 中川　陽太 (+0.2) 横畑　輝瑠 (+1.3) 三河　青空 (+1.3) 光畑 心太郎

11”95 (北島1) 12”11 (鷲敷1) 12”35 (国府1) 12”59 (松茂1) 12”61 (吉野1) 12”71 (鳴門1) 12”72 (石井1) 12”77 (阿南1)

児島 雄一郎 森　　丈二 中村　亮介 浅野　俊亮 横佐古 祐斗 増田　海里 加藤 龍ノ介 村上　文崇

4’26”95 (羽ノ浦1) 4’45”52 (松茂1) 4’46”91 (鳴門1) 4’47”71 (阿南1) 4’51”41 (池田1) 4’57”31 (南部1) 4’58”14 (徳島1) 4’58”34 (富岡東1)

(+3.2) 吉田　康晟 (+1.0) 鈴木　　壮 (+1.9) 樋口　慎翔 (+1.7) 加納　康成 (+1.1) 三石　健鼓 (+1.9) 大林　陽向 (+3.2) 髙島　和真 (+1.3) 西田　温哉

5m27 (羽ノ浦1) 4m95 (羽ノ浦1) 4m91 (北島1) 4m72 (羽ノ浦1) 4m54 (城ノ内1) 4m50 (羽ノ浦1) 4m41 (羽ノ浦1) 4m32 (南部1)

ABC共通 吉田　圭佑 竹内　智哉 矢野　大志 冨田　凌平 藤川　建太 多田 翔一朗 内海　拓哉 櫛木　郁翔

円盤投 31m09 (高浦3) 29m62 (不動2) 28m35 (徳島3) 27m06 (穴吹3) 24m93 (宍喰3) 24m50 (国府2) 23m55 (松茂3) 23m40 (牟岐3)

ABC共通 櫛木　郁翔 井筒　暉士 竹内　歩舞 中谷　一憲 髙橋 愛一郎 宮川　大輝 勝浦　隆斗 喜多　一成

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 48m15 (牟岐3) 45m05 (由岐3) 41m37 (鷲敷3) 40m41 (南部3) 38m85 (松茂3) 36m88 (北島1) 36m18 (宍喰3) 30m75 (貞光陸上ｸﾗﾌﾞ3)

(+1.9) 岩田　真弥 (+1.9) 森野　彩音 (+1.9) 湊　　小楽 (+1.9) 奥田　菜摘 (+1.9) 山本　優奈 (+1.9) 薬師寺 愛友 (+1.9) 常盤　海羽 (+1.9) 吉田　有優

12”55 (富岡東3) 12”82 (徳島3) 13”09 (鳴門市第一3) 13”10 (徳島3) 13”21 (大麻3) 13”32 (松茂3) 13”37 (南部3) 13”38 (石井3)

(+3.1) 岩田　真弥 (+3.1) 森野　彩音 (+3.1) 湊　　小楽 (+3.1) 奥田　菜摘 (+3.1) 山本　優奈 (+2.7) 吉田　有優 (+2.7) 多利　萌佳 (+2.7) 下平　怜奈

25”69 (富岡東3) 26”26 (徳島3) 27”25 (鳴門市第一3) 27”30 (徳島3) 27”47 (大麻3) 27”63 (石井3) 27”90 (石井3) 28”40 (富岡東3)

濱　　彩夏 矢野　未空 西渕　明里 酒井　春菜 浅田　菜摘 河野　有沙 久龍　未空 戎井　真優

10’59”92 (小松島3) 11’07”28 (美馬3) 11’08”84 (阿波3) 11’09”04 (美馬3) 11’13”26 (日和佐3) 11’19”28 (松茂3) 11’30”40 (阿南第二3) 11’33”06 (由岐3)

(+1.6) 撫養 あかり (+1.6) 薬師寺 愛友 (+1.6) 光井　翔子 (+1.6) 岩崎　桃花 (+1.6) 近藤　千晶 (+1.6) 藤丸　まゆ (+1.6) 熊井　香帆

15”49 (羽ノ浦3) 16”33 (松茂3) 17”76 (日和佐3) 17”81 (富岡東3) 17”86 (徳島3) 18”44 (三加茂3) 18”62 (国府3)

多田　流彩 丸岡　眸美 河口　晴香 満石　万葉 萩原　　萌

1m49 (加茂名3) 1m46 (海陽3) 1m40 (石井3) 1m40 (富岡東3) 1m35 (羽ノ浦3)

女 上中 ひかる 原　　凪沙 田中　友理 大倉　春乃

10m66 (東祖谷3) 8m82 (石井3) 7m78 (城東3) 7m10 (城ノ内3)

(+1.2) 裏巽　あや (+1.2) 堀北　楓香 (+1.2) 川那部 志歩 (+1.2) 泉　　遥花 (+1.2) 福永　瑞希 (+1.2) 古川 莉乃亜 (+2.1) 藤田　夢芽 (+2.1) 坂田　優衣

13”08 (鳴門市第一2) 13”14 (吉野2) 13”20 (富岡東2) 13”31 (北島2) 13”32 (徳島聴覚支援2) 13”33 (川内2) 13”45 (土成2) 13”48 (石井2)

西内　心瑠 山田　毬加 久次米 美聖 高瀬　　佳 日浦　未来 島富　花怜 尾﨑　瑠音 松田　愛菜

4’52”65 (阿南第二2) 4’59”00 (海陽2) 5’09”57 (北島2) 5’10”13 (富田2) 5’10”36 (美馬2) 5’16”44 (北島2) 5’16”51 (由岐2) 5’16”90 (松茂2)

(+1.1) 古川 莉乃亜 (+1.1) 戸田　朱音 (+0.6) 住友　柚月 (+1.1) 西田　智尋 (+1.1) 吉田　奈央 (+1.1) 藤原　朱李 (+0.6) 伊勢　優香 (+0.6) 高野　咲希

15”51 (川内2) 17”30 (南部2) 17”53 (土成2) 17”68 (鳴門市第一2) 17”72 (北島2) 17”88 (加茂名2) 18”87 (国府2) 19”31 (富田2)

(+3.4) 新野　乃杏 (+2.6) 瀬尾　絢美 (+3.0) 松浦　桃子 (+1.3) 下谷　実優 (+1.1) 大岸　愛実 (+2.5) 糸井　佳怜 (+1.2) 米澤 しらべ (+2.2) 青木　美都

5m06 (阿南2) 4m83 (吉野2) 4m75 (板野2) 4m73 (南部2) 4m14 (松茂2) 4m05 (松茂2) 3m98 (南部2) 3m88 (城東2)

阿部　香苗 片平　陽彩 尾木原 愛生果 西岡　日菜 田中　すず 切中　賀子

子 9m81 (日和佐2) 9m10 (阿南2) 8m11 (加茂名2) 7m92 (南部2) 7m82 (城東2) 5m92 (南部2)

(+0.6) 福島　千尋 (+0.6) 先田 萌々菜 (+0.6) 千代田 一咲 (+0.6) 齋藤　鈴乃 (+0.6) 井上　　桜 (+2.6) 渡辺 ひなた (+2.0) 多田 優芽衣 (+2.6) 花木　香凜

13”18 (鳴門市第一1) 13”59 (石井1) 13”75 (北島1) 13”81 (大麻1) 13”93 (富岡東1) 13”97 (鳴門1) 13”98 (藍住1) 14”00 (阿南1)

治尾 優衣奈 戎井　那奈 西内　碧莉 武河　彩奈 西條　琳風 後藤　早葵 戎田　夏子 重田　沙紀

2’26”36 (羽ノ浦1) 2’27”98 (由岐1) 2’31”58 (阿南第二1) 2’34”60 (半田1) 2’37”84 (土成1) 2’40”39 (吉野1) 2’41”05 (宍喰1) 2’41”16 (宍喰1)

(+0.6) 鎌田　美月 (+2.6) 細川　星来 (+1.7) 西岡　里咲 (+3.2) 髙島　由芽 (+1.9) 高瀬　遥菜 (+0.9) 高木　夏花 (0.0) 重田　沙紀 (+3.1) 川村 ひなた

4m30 (阿南1) 4m29 (鳴門市第一1) 4m26 (板野1) 4m03 (羽ノ浦1) 3m92 (富岡東1) 3m77 (宍喰1) 3m72 (宍喰1) 3m67 (鳴門1)

ABC共通 藤田 はづき 平石　　咲 阿部　香苗 大倉　春乃 幸泉　　梓 尾木原 愛生果 土肥 美沙希 ﾘﾄﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 美波

円盤投 26m83 (美馬3) 24m52 (高浦3) 23m43 (日和佐2) 19m29 (城ノ内3) 18m26 (加茂名3) 16m50 (加茂名2) 16m36 (城ノ内2) 14m80 (城ノ内2)

ABC共通 山田　　晶 片平　陽彩 脇　　愛菜 岡　このみ 細川 陶生子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 33m54 (美馬3) 32m47 (阿南2) 26m92 (松茂2) 22m68 (宍喰2) 21m65 (板野1)

55 参加人数参加人数参加人数参加人数 764 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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