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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
モリクロ　ダイ マツモト　ジンシン カガワ　アユム ガモウ　イツキ ナカノ　タカユキ オカムラ　トシヤ タナベ　ナギ タナカ　ユウヤ タドコロ　ユウマ

森黒　大 松本　仁心 香川　歩夢 蒲生　斎樹 中野　貴之 岡村　捷矢 田邊　　凪 田中　佑哉 田所　祐真

坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 坂出工業高等学校 大洲高等学校 高知丸の内高等学校 中村高等学校西土佐分校 大洲高等学校 高知丸の内高等学校

2分 00秒. 426 2分 03秒. 336 2分 03秒. 632 2分 05秒. 231 2分 07秒. 796 2分 09秒. 803 2分 10秒. 400 2分 10秒. 707 2分 14秒. 585

ＪＫ－２
モリクロ　ダイ タベ　モトキ タドコロ　ユウマ タナカ　ユウヤ ナカノ　タカユキ アキヤマ　リュウセイ キド　ユウセイ タナカ　タクミ

森黒　大 田部　元基 田所　祐真 田中　佑哉 中野　貴之 秋山　瑠星 木戸　勇誓 田中　拓実

マツモト　ジンシン イマヅ　ソウスケ オカムラ　トシヤ ヒガシダニ　ショウ カタヤマ　タクヤ ナカザワ　ショウダイ ヒガシダ　ユウキ タニザワ　コウタ

松本　仁心 今津　壮介 岡村　捷矢 東谷　翔 片山　拓哉 中澤　翔大 東田　勇希 谷澤　洸多

坂出工業高等学校 高瀬高等学校 高知丸の内高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校 高知丸の内高等学校 那賀高等学校 那賀高等学校

1分 49秒. 219 1分 50秒. 136 1分 58秒. 261 2分 00秒. 640 2分 01秒. 433 2分 06秒. 940 2分 10秒. 468 2分 38秒. 106

ＪＫ－４
カガワ　アユム タドコロ　ユウマ ナカノ　タカユキ キド　ユウセイ

香川　歩夢 田所　祐真 中野　貴之 木戸　勇誓

モリクロ　ダイ オカムラ　トシヤ タナカ　ユウヤ タナカ　タクミ

森黒　大 岡村　捷矢 田中　佑哉 田中　拓実

イケダ　ケント アキヤマ　リュウセイ ヒガシダニ　ショウ ヒガシダ　ユウキ

池田　健人 秋山　瑠星 東谷　翔 東田　勇希

マツモト　ジンシン ナカザワ　ショウダイ ヨネザワ　ユウノスケ ナカミチ　アキラ

松本　仁心 中澤　翔大 米澤　宥之助 仲道　千晃

坂出工業高等学校 高知丸の内高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校

1分 44秒. 759 1分 47秒. 660 1分 48秒. 533 1分 58秒. 302

ＪC－１
フナサカ　ナオヤ イケグチ　レオ キモト　カイ ハヤシ　レン ヤマサキ　ハルキ ギョウテン　ナオト カワサワ　ユウト ナカガワ　タカヒト カジハタ　タイラ

船坂　尚也 池口　黎於 木元　快 林　蓮 山﨑　晴輝 行天　直人 川澤　勇斗 中川　貴仁 梶畠　平良

高知海洋高等学校 坂出工業高等学校 大洲高等学校 高知海洋高等学校 高知海洋高等学校 高瀬高等学校 高知海洋高等学校 大洲高等学校 大洲高等学校

2分 16秒. 109 2分 21秒. 156 2分 22秒. 590 2分 29秒. 995 2分 31秒. 347 2分 37秒. 772 2分 38秒. 601 2分 42秒. 026 2分 48秒. 531

ＪC－２ フナサカ　ナオヤ ハヤシ　レン ギョウテン　ナオト
イケグチ　レオ ナカガワ　タカヒト ナカタ　リュウマ

船坂　尚也 林　蓮 行天　直人
池口　黎於 中川　貴仁 中田　隆真

ヤマサキ　ハルキ タムラ　クリュウ シラカワ　タカヤ
ヤマサキ　ユウジロウ ゼンケ　レオ シマザキ　ユウ

山﨑　晴輝 田村　玖龍 白川　貴也
山﨑　雄次郎 善家　怜央 島﨑　悠

高知海洋高等学校 高知海洋高等学校 高瀬高等学校
坂出工業高等学校 大洲高等学校 那賀高等学校

2分 17秒. 509 2分 22秒. 670 2分 24秒. 080
2分 28秒. 101 2分 28秒. 565 3分 54秒. 459

ＪC－４ ヤマサキ　ハルキ
キモト　カイ イケグチ　レオ ノグチ　シュンタ

山﨑　晴輝
木元　快 池口　黎於 野口　峻汰

タムラ　クリュウ
カジハタ　タイラ ヤマサキ　ユウジロウ ヒラヤマ　タクヤ

田村　玖龍
梶畠　平良 山﨑　雄次郎 平山　拓也

ハヤシ　レン
ナカガワ　タカヒト チュウジョウ　ノゾム シマザキ　ユウ

林　蓮
中川　貴仁 中條　希夢 島﨑　悠

カワサワ　ユウト
ゼンケ　レオ ツクダ　ヒカル ナカタ　リュウマ

川澤　勇斗
善家　怜央 佃　光 中田　隆真

高知海洋高等学校
大洲高等学校 坂出工業高等学校 那賀高等学校

2分 10秒. 483
2分 11秒. 755 2分 31秒. 830 2分 56秒. 979

ＪWＫ－１ フクダ　リン
ノブオ　ヒカリ タチバナ　アヤノ クミハシ　イチカ ヤマカワ　サキ ミシマ　ユイ オオサワ　リナ ウエタ　ミヤビ イシノ　シホ

福田　りん
信尾　光里 橘　亜弥乃 組橋　一華 山川　紗希 三島　唯郁 大澤　里奈 植田　雅姫 石野　詩帆

坂出工業高等学校
大洲高等学校 中村高等学校西土佐分校 坂出高等学校 那賀高等学校 坂出工業高等学校 大洲高等学校 坂出工業高等学校 高知丸の内高等学校

2分 19秒. 062 2分 19秒. 344 2分 23秒. 567 2分 25秒. 656 2分 27秒. 623 2分 29秒. 888 2分 34秒. 080 2分 38秒. 221 2分 40秒. 031

ＪWＫ－２
タチバナ　アヤノ ノブオ　ヒカリ ヤマカワ　サキ オカザキ　マイコ イイ　キヨノ

橘　亜弥乃 信尾　光里 山川　紗希 岡﨑　舞子 伊井　清乃

ノナミ　シュラ オオサワ　リナ タカハラ　スミカ ヤマモト　サヤ イシノ　シホ

野浪　珠羅 大澤　里奈 高原　寿美香 山本　紗耶 石野　詩帆

中村高等学校西土佐分校 大洲高等学校 那賀高等学校 坂出高等学校 高知丸の内高等学校

2分 14秒. 121 2分 15秒. 035 2分 21秒. 412 2分 22秒. 486 2分 30秒. 042

ＪWＫ－４ オオモリ　ホノカ
イイ　キヨノ カナヤマ　コトカ

大森　穂歌
伊井　清乃 金山　采花

オオモリ　サクラ
イシノ　シホ カワムラ　ハルノ

大森　さくら
石野　詩帆 川村　遥乃

ノリヒサ　ホナミ
シマムラ　ミウ ヨシオカ　ナミ

則久　穂奈美
島村　美羽 吉岡　奈美

アンドウ　カエデ
ハシヅメ　ユズ オオサワ　リナ

安藤　楓
橋詰　優寿 大澤　里奈

高瀬高等学校
高知丸の内高等学校 大洲高等学校

2分 11秒. 861
2分 14秒. 067 2分 29秒. 706
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