
第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位 第８位 第９位
選手名 上野 舜也 早坂 隼 松本 薫弥 吉岡 和美 ⾏⽥ 朋晃 後町 瑛斗 沼⽥ 蒼太朗 山枡 寛大 ⻄⽥ 陽俊
タイム 00’40"714 00’40"804 00’40"936 00’41"214 00’41"393 00’41"511 00’41"643 00’42"259 00’43"008
学校名 宮崎大宮高校 谷地高校 富士河口湖高校 ⼩⾒川高校 島根中央高校 東郷高校 正則学園高校 倉吉総合産業高校 三潴高校
選手名 早坂 隼・松浦 永弥 齋藤 哲⼀・⼩鑓 亮太 後町 瑛斗・深谷 京太郎 平⽥ 侑杜・沼⽥ 蒼太朗 上野 舜也・村橋 慶太郎 大泉 璃空・髙橋 正真 ⼩堀 優⼀・七五三 篤 福本 柊人・山枡 寛大 宮 秀彰・千葉 遥翔
タイム 00’36"750 00’36"892 00’38"945 00’39"080 00’39"740 00’39"964 00’40"354 00’40"720 00’41"827
学校名 谷地高校 島根中央高校 東郷高校 正則学園高校 宮崎大宮高校 中新⽥高校 ⼩⾒川高校 倉吉総合産業高校 横浜修悠館横須賀

⼩鑓 亮太・齋藤 哲⼀ 早坂 隼・松浦 永弥 佐々⽊ 海⺒・大泉 璃空 上野 舜也・松本 憲昇 平河 翔・今石 伊織 岩井 壯太・石畑 駿輔 野村 迅⼀朗・白岩 寛大 松本 薫弥・朝⽐奈 隼正 ⼩栗 凜太郎・⽥山 凌輔

大⾒ 省吾・⾏⽥ 朋晃 佐藤 天眞・佐藤 仁法 髙橋 正真・八島 友太 柿本 優斗・村橋 慶太郎 下川 陽人・⻄⽥ 陽俊 本⽥ 悠太・目片 蒔人 野村 洋平・⽥村 駿輔 杉本 七色・⼩佐野 貴富 松村 祥平・塩谷 ⼀矢
タイム 00’35"194 00’35"321 00’37"184 00’37"201 00’37"743 00’38"063 00’38"086 00’38"514 00’39"473
学校名 島根中央高校 谷地高校 中新⽥高校 宮崎大宮高校 三潴高校 八幡商業高校 久美浜・丹後緑風 富士河口湖高校 人吉高校
選手名 井原 崚汰 渡邊 舜太 吉⽥ 怜央 植⽊ ⼀喜 濵本 ⼦龍 美坂 優宙 ⽊元 鉄 土井 翔喜 内盛 真⾳李
タイム 00’45"556 00’47"161 00’47"271 00’47"526 00’47"540 00’47"936 00’48"616 00’48"966 00’49"615
学校名 名鉄学園杜若高校 富士河口湖高校 谷地高校 大口高校 神島高校 宮崎商業高校 大洲高校 出雲農林高校 沖縄水産高校
選手名 保⽥ 自然・末安 太陽 山本 真南斗・竹中 光 村上 大和・井⼾ 智哉 藤村 大暉・白土 龍輝 植⽊ ⼀喜・児島 志郎 ⼩林 裕貴・新井 翔介 山本 侑京・山岡 凜太郎 野嵜 駿斗・松本 琉吾 竹岡 陽紀・源⽥ 颯龍
タイム 00’45"850 00’45"971 00’46"291 00’47"438 00’47"480 00’47"936 00’48"050 00’48"153 00’48"288
学校名 宮崎大宮高校 神島高校 八百津高校 那珂湊高校 大口高校 館林商⼯高校 綾部高校 沖縄水産高校 大洲高校

⽊元 鉄・森 俊輔 内盛 真⾳李・野嵜 駿斗 井原 崚汰・加藤 聡真 濵本 ⼦龍・山本 真南斗 髙瀬 七洋・⽥中 琉也 ⽊津 龍之介・佐々⽊ 晴叶 保⽥ 自然・末安 太陽 嘉悦 響也・⽥口 哲平
竹岡 陽紀・源⽥ 颯龍 松本 琉吾・山城 翔 阿部 蒼斗・岩附 心温 竹中 光・中山 直大 ⼩岩 稜太・⼩松原 純太 ⽥島 晃貴・井上 颯磨 早永 海槻・溝口 康介 竹本 新・髙橋 海玖斗

タイム 00’43"498 00’45"818 00’45"890 00’46"488 00’46"836 00’47"131 00’48"426 00’48"805
学校名 大洲高校 沖縄水産高校 名鉄学園杜若高校 神島高校 館林商⼯高校 ⻄陵高校 宮崎大宮高校 球磨⼯業高校
選手名 ⼩林 陽菜 澤⽥ 智花 川井 花菜 ⻑尾 葉花 深川 満那 谷本 夢乃 寺岡 夏鈴 山本 愛実 﨑山 咲
タイム 00’47"276 00’47"316 00’48"384 00’48"569 00’49"862 00’49"919 00’50"457 00’50"704 00’51"196
学校名 大津高校 岩津高校 大分舞鶴高校 倉吉総合産業高校 富山北部高校 坂出高校 ⼩⾒川高校 宮崎商業高校 伊佐農林高校
選手名 川井 花菜・森 桜⼦ 三島 まりあ・橋本 寧々 来⽥ 碧・谷本 夢乃 寺岡 夏鈴・髙岡 明⾳ 富澤 侑彩・佐々⽊ 碧海 久美⽥ 結衣・﨑山 咲 荒井 悠那・鈴⽊ ひろみ 山本 愛実・志水 ほのか

タイム 00’45"991 00’46"795 00’48"265 00’48"663 00’50"128 00’50"866 00’52"283 00’52"346
学校名 大分舞鶴高校 出雲農林高校 坂出高校 ⼩⾒川高校 武庫川⼥⼦大附属 伊佐農林高校 名鉄学園杜若高校 宮崎商業高校

山本 愛実・志水 ほのか 芦野 ことね・矢嶋 悠⾥ 橋本 茉⾳・松岡 華加 川井 花菜・森 桜⼦ ⼩久保 花楓・柳⽥ 彩実 河野 琉杏・石橋 佳世 ⼩椋 妃奈⼦・北村 まい ⼩林 陽菜・富居 美⽉ 安井 ⼩雪・埋⾦ 遥
横山 ⽇菜・奈須 天希 橋本 碧唯・鈴⽊ 葉⽉ 山根 陽菜⼦・和泉 凛⾳ ⼩畑 未侑・葛城 杏菜 ⼩笠原 瑠茉・井原 結衣 福島 未唯・⽥中 亜希 松原 千広・⻑尾 葉花 山口 結⼦・橋本 桃 野村 結稀・中地 叶

タイム 00’43"567 00’44"072 00’44"959 00’45"091 00’45"836 00’46"522 00’47"586 00’48"341 00’49"669
学校名 宮崎商業高校 谷地高校 島根中央高校 大分舞鶴高校 名鉄学園杜若高校 三潴高校 倉吉総合産業高校 大津高校 久美浜・丹後緑風
選手名 福島 ⾥穂 山本 空 荒⽊ 詩⽉ 深尾 美萌彬 松井 杏樹 植⽊ 春華 水谷 瑠李 ⿊⽥ 萌衣 ⻲井 玲利
タイム 01’00"518 01’01"991 01’02"191 01’04"244 01’04"833 01’05"661 01’05"768 01’05"834 01’06"103
学校名 中村高校⻄土佐 神島高校 谷地高校 大津高校 大津高校 大口明光学園高校 桑名⻄高校 大洲高校 大津高校

競技委員会委員⻑ 審判部⻑

安井 國士
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種目

選手名
⼥⼦ WK－４

⼥⼦ WK－１

男⼦ Ｋ－１

⼥⼦ WK－２

男⼦ Ｃ－１

男⼦ Ｃ－2

男⼦ Ｃ－4

佐藤 幸也

男⼦ Ｋ－２

男⼦ Ｋ－4

選手名

選手名

⼥⼦ WC－１


