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順位 優勝 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位 第９位

フリガナ

氏名 

所属

タイム

ＪＫ－１ アカシ　ヒロユキ イノウエ　アキヒロ ニイオカ　コウヨウ タカハシ　ユウヤ ニシムラ　アキヒロ キタ　サキト イノウエ　マサヤ ミキ　ショウゴ ハマグチ　ジュンイチ

明石　寛幸 井上　暉央 新岡　浩陽 高橋　佑弥 西村　明浩 喜多　咲斗 井上　雅也 三木　正吾 濱口　純一

坂出工業高等学校 坂出高等学校 坂出高等学校 坂出高等学校 須崎高校 那賀高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校 須崎高校

1分 53秒. 187 1分 55秒. 729 1分 56秒. 683 1分 56秒. 887 2分 01秒. 329 2分 09秒. 035 2分 15秒. 651 2分 17秒. 453 2分 18秒. 227

ＪＫ－２ ニイオカ　コウヨウ アカシ　ヒロユキ ニシムラ　アキヒロ キタ　サキト ヤスオカ　ダイキ イノウエ　タイゴ

新岡　浩陽 明石　寛幸 西村　明浩 喜多　咲斗 安岡　大貴 井上　泰吾

イノウエ　アキヒロ ナミコシ　ケンゴ ハマグチ　ジュンイチ ミキ　ショウゴ サワダ　セイジ イズミ　コウイチ

井上　暉央 浪越　謙吾 濱口　純一 三木　正吾 澤田　誠治 泉　光一

坂出高等学校 坂出工業高等学校 須崎高校 那賀高等学校 中村高等学校西土佐分校 大洲高等学校

1分 45秒. 983 1分 48秒. 791 2分 02秒. 189 2分 05秒. 237 2分 07秒. 313 2分 11秒. 911

ＪＫ－４ ニイオカ　コウヨウ サキヤマ　ツバサ イノウエ　マサヤ

新岡　浩陽 崎山　翼 井上　雅也

デグチ　カズキ タケザキ　ツバサ イノウエ　タイゴ

出口　一輝 竹崎　翼 井上　泰吾

タカハシ　ユウヤ ハマグチ　ジュンイチ イズミ　コウイチ

高橋　佑弥 濱口　純一 泉　光一

イノウエ　アキヒロ ヨシオカ　タクミ キクチ　ケンタ

井上　暉央 吉岡　拓海 菊地　謙太

坂出高等学校 須崎高校 大洲高等学校

1分 37秒. 437 2分 02秒. 421 2分 10秒. 595

ＪC－１ タブチ　ヒロマサ カワムラ　トモヒロ ヨシダ　タクミ コマツ　カズキ オオニシ　リョウタ オノウエ　カズキ ドイ　リョウタ ヒガシ　ヒロキ ヨコヤマ　ゲンキ

田淵　弘将 川村　智大 吉田　匠 小松　和貴 大西　涼太 尾上　和樹 土居　涼太 東　浩輝 横山　元紀

坂出工業高等学校 坂出高等学校 高瀬高等学校 高知海洋高校 坂出工業高等学校 大洲高等学校 高知海洋高校 中村高等学校西土佐分校 中村高等学校西土佐分校

2分 08秒. 383 2分 13秒. 359 2分 14秒. 869 2分 16秒. 317 2分 24秒. 333 2分 26秒. 639 2分 37秒. 265 2分 44秒. 777 2分 47秒. 347

ＪC－２ タブチ　ヒロマサ ドイ　リョウタ カワムラ　トモヒロ アカマツ　ショウタ ヒガシ　ヒロキ

田淵　弘将 土居　涼太 川村　智大 赤松　聖太 東　浩輝

オオニシ　リョウタ コマツ　カズキ ミヤケ　シュンタ ヒガシモト　ナオヤ オクモト　イブキ

大西　涼太 小松　和貴 三宅　峻太 東本　直哉 澳本　伊吹

坂出工業高等学校 高知海洋高校 坂出高等学校 大洲高等学校 中村高等学校西土佐分校

2分 07秒. 406 2分 09秒. 144 2分 10秒. 778 2分 29秒. 362 2分 42秒. 780

ＪC－４ タタラ　コウキ ミチオカ　リョウ

多田羅　光樹 道岡　稜

カワムラ　トモヒロ ヒラタ　ヨシキ

川村　智大 平田　淑希

ミヤケ　シュンタ ドイ　リョウタ

三宅　峻太 土居　涼太

ナラ　ヨシユキ コマツ　カズキ

奈良　佳幸 小松　和貴

坂出高等学校 高知海洋高校

1分 58秒. 623 2分 05秒. 285

ＪWＫ－１ ヤマシタ　サエ イベ　アヤカ サカモト　アイ ツツイ　マイ アミノ　ユウカ カワノ　モモカ コモダ　ハルカ ヒガシモリ　アヤノ フジカワ　ユウ

山下　紗恵 伊部　綺夏 坂本　愛 筒井　麻衣 網野　優果 川野　百佳 薦田　遥 東森　彩乃 藤川　悠

高瀬高等学校 嶺北高等学校 高知丸の内高校 高知丸の内高校 坂出高等学校 那賀高等学校 高瀬高等学校 高知丸の内高校 那賀高等学校

2分 24秒. 720 2分 26秒. 240 2分 28秒. 438 2分 44秒. 552 2分 47秒. 672 2分 53秒. 452 2分 56秒. 282 2分 56秒. 300 3分 17秒. 430

ＪWＫ－２ サカモト　アイ イベ　アヤカ ヤマシタ　サエ ヤスコウチ　マコ カワノ　モモカ

坂本　愛 伊部　綺夏 山下　紗恵 安河内　麻子 川野　百佳

ツツイ　マイ イベ　ワカナ クスイ　マユ アミノ　ユウカ フジカワ　ユウ

筒井　麻衣 伊部　若菜 楠井　麻友 網野　優果 藤川　悠

高知丸の内高校 嶺北高等学校 高瀬高等学校 坂出高等学校 那賀高等学校

2分 18秒. 054 2分 19秒. 090 2分 21秒. 090 2分 32秒. 244 2分 55秒. 502

ＪWＫ－４ イベ　アヤカ ヤマシタ　サエ

伊部　綺夏 山下　紗恵

イベ　ワカナ クスイ　マユ

伊部　若菜 楠井　麻友

イケウチ　アサ コモダ　ハルカ

池内　あさ 薦田　遥

ハシモト　ナナコ ヨコタ　チヅル

橋本　奈那子 横田　千鶴

嶺北高等学校 高瀬高等学校

2分 09秒. 643 2分 30秒. 015
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