
日付 種目

瀧本　瑛太(2) 11.83 (+0.6) 橋本　璃苑(3) 12.16 (+0.6) 木村　遼太郎(3) 12.22 (+0.6) 木村　麻大(2) 12.33 (+0.6) 西野　哲平(3) 12.53 (+0.6) 南　悠(2) 12.55 (+0.6) 中村　龍河(3) 12.60 (+0.6) 尾﨑　南海(2) 12.80 (+0.6)

松洋中 湯川中 御坊中 日高中 湯川中 大成中 河南中 南部中

瀧本　瑛太(2) 24.47 (-1.7) 西野　哲平(3) 25.70 (-1.7) 南　悠(2) 25.89 (-1.7) 中村　龍河(3) 26.19 (-1.7) 井原　弥祥(3) 26.25 (-1.7) 木村　麻大(2) 26.52 (-1.7) 山下　大毅(3) 26.60 (-1.7) 芝　佑介(3) 26.80 (-1.7)

松洋中 湯川中 大成中 河南中 日高中 日高中 湯川中 名田中

和田　侑大(3) 55.28 松本　拓真(3) 57.89 石橋　昊大(3) 59.59 山下　勇翔(3) 59.88 佐藤　蓮(2) 1:00.23 今福　楓大(2) 1:02.23 吉岡　祐輔(2) 1:02.29 浦　健太朗(3) 1:02.44

日高中 御坊中 南部中 印南中 由良中 河南中 大成中 日高附属中

狩谷　悠世(3) 2:04.86 和田　侑大(3) 2:09.40 中川　和貴(3) 2:14.49 小池　奏空(3) 2:17.59 山下　勇翔(3) 2:18.05 川口　旺丞(2) 2:18.42 佐藤　蓮(2) 2:22.84 道　康平(2) 2:23.05

松洋中 GR 日高中 大成中 大成中 印南中 御坊中 由良中 名田中

狩谷　悠世(3) 4:23.64 中川　和貴(3) 4:38.51 川口　旺丞(2) 4:39.12 平井　雄琉(3) 4:45.96 小池　奏空(3) 4:49.20 中尾　櫂(3) 4:50.71 岡　孝之輔(3) 4:52.65 崎山　怜哉(2) 4:55.30

松洋中 大成中 御坊中 印南中 大成中 由良中 由良中 日高中

中尾　櫂(3) 9:58.67 平井　雄琉(3) 10:18.03 岡　孝之輔(3) 10:25.14 崎山　怜哉(2) 10:33.08 川神　天真(3) 10:41.63 中嶋　蓮(3) 10:45.43 大前　諒真(2) 10:50.62 黑田　英汰(2) 11:00.09

由良中 印南中 由良中 日高中 日高中 稲原中 中津中 湯川中

土代　翔太郎(3) 19.27 (+0.5) 𡧃和　峻輝(3) 19.53 (+0.5) 小西　亜門(3) 19.61 (+0.5) 上畑　佑樹(3) 21.79 (+0.5) 木下　葵(2) 21.86 (+0.5) 赤山　豊(3) 22.28 (+0.5)

日高附属中 丹生中 日高中 日高中 湯川中 日高中

湯川中A 48.83 大成中Ａ 49.31 日高中A 49.82 日高附属中 50.82 御坊中 51.25 南部中A 51.77 河南中A 52.15 日高中B 54.63

木下　頼智(3) 湯川　悠斗(3) 木村　麻大(2) 浦　健太朗(3) 木村　遼太郎(3) 濵路　太志(3) 中村　龍河(3) 下村　太陽(3)

西野　哲平(3) 南　悠(2) 小西　亜門(3) 土代　翔太郎(3) 松本　拓真(3) 尾﨑　南海(2) 今福　楓大(2) 川口　漣斗(2)

山下　大毅(3) 笹　将汰(2) 井原　弥祥(3) 澤田　大河(3) 川口　旺丞(2) 石橋　昊大(3) 谷口　竜也(3) 畑ヶ中　悠理(2)

橋本　璃苑(3) 中川　和貴(3) 和田　侑大(3) 西崎　耀(3) 吉本　壮希(3) 寺村　大輝(1) 樫木　琉偉(3) 上畑　佑樹(3)

早田　興世(3) 1.63 木下　葵(2) 1.45 岡本　蒼士(2) 1.35 北野　拓海(3) 1.30 渋田　拓(3) 1.25 石本　大典(3) 1.20 福嶌　洋平(1) 1.15

河南中 湯川中 印南中 河南中 中津中 河南中 南部中

木村　遼太郎(3) w5.68 (+3.8) 宮本　敦貴(3) w5.54 (+2.1) 井原　弥祥(3) 5.42 (+1.9) 橋本　璃苑(3) w5.17 (+3.7) 笹　将汰(2) 5.06 (+0.5) 濵路　太志(3) 5.02 (+1.1) 高垣　遥斗(2) 4.88 (+1.1) 𡧃和　峻輝(3) w4.71 (+4.0)

御坊中 丹生中 日高中 湯川中 大成中 南部中 名田中 丹生中

上畑　佑樹(3) 10.13 (-0.8) 湯川　悠斗(3) w10.05 (+3.0) 下村　太陽(3) w9.99 (+2.1)

日高中 大成中 日高中

阪本　圭治郎(3) 9.23 中野　大和(3) 9.19 笹　将汰(2) 8.75 吉本　壮希(3) 8.43 火縄　健太(3) 8.30 石橋　悠周(3) 8.10 市川　羅海(3) 7.67 濵村　誓翔(3) 7.06

切目中 御坊中 大成中 御坊中 清流中 湯川中 大成中 日高中

吉本　壮希(3) 27.20 井田　海斗(2) 25.87 木下　頼智(3) 21.96 濵村　誓翔(3) 21.85 木村　真琉(2) 21.48 市川　羅海(3) 18.34 寺下　虎太桜(2) 17.34 中岡　蓮斗(3) 16.57

御坊中 清流中 湯川中 日高中 中津中 大成中 由良中 湯川中

加藤　晶人(2) 38.30 榎地　智志(3) 36.71 木下　頼智(3) 33.23 金房　大空(2) 29.22 朝間　光翔(2) 26.61 石橋　悠周(3) 26.22 下村　太陽(3) 25.96 阪本　圭治郎(3) 22.50

中津中 由良中 湯川中 南部中 丹生中 湯川中 日高中 切目中

奥山　将成(1) 12.17 (-1.6) 井田　大貴(1) 12.35 (-1.6) 松本　悠人(2) 13.27 (-1.6) 阪口　侑也(2) 13.66 (-1.6) 野田　唯斗(1) 14.27 (-1.6)

紀央館 日高 紀央館 日高 日高

奥山　将成(1) w23.34 (+5.8) 森口　颯羽(3) w24.07 (+5.8) 古久保　拓弥(3) w24.94 (+5.8)

紀央館 日高 紀央館

森口　颯羽(3) 55.30 古久保　拓弥(3) 56.87 破戸　佑摩(3) 56.91 山下　稜太(2) 59.75

日高 紀央館 紀央館 紀央館

林　凜人(2) 2:06.65 破戸　佑摩(3) 2:16.32 西　大誠(1) 2:19.29 山下　稜太(2) 2:21.43

日高 紀央館 紀央館 紀央館

後藤　航大(2) 4:30.70 西　大誠(1) 4:48.47

日高 紀央館

白井　誉(2) 17:28.97

日高

松本　悠人(2) 22.40 (+0.6)

紀央館

岡田　昂翔(2) 1.60 山本　諒也(2) 1.40 吉村　晃(1) 1.40

紀央館 紀央館 日高

井田　大貴(1) w6.14 (+3.6) 岡本　祐汰(1) 5.22 (-1.1)

日高 日高
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日付 種目

岡田　昂翔(2) 12.41 (+1.9) 久保　真吾(2) 12.13 (-0.1) 岡本　祐汰(1) 11.33 (+1.8)

紀央館 紀央館 日高

大西　瑠樹也(2) 24.86

日高

野田　康介 15:53.91

日高中職員

山本　一也 37.32

日高マスタ－ズ

 小早川　琉依(6) w15.33 (+7.4) 寒川　愛乃亮(4) w17.09 (+7.4) 小早川　龍斗(4) w17.27 (+7.4) 坂上　智之(4) w17.50 (+4.3) 津村　壮佑(2) w17.98 (+4.3) 赤松　右興(3) w18.22 (+7.4) 祭本　英夫(3) w18.31 (+4.3) 高尾　大維志(5) w19.27 (+7.4)

クマ陸 GOBOクラブ クマ陸 GOBOクラブ 印南ジュニア クマ陸 GOBOクラブ クマ陸

 小早川　琉依(6) 3.48 (-0.1) 赤松　和瀧(1) 2.77 (+0.8) 高尾　大維志(5) 2.58 (-0.8) 小早川　龍斗(4) 2.57 (-1.0) 赤松　右興(3) 2.50 (+1.5) 祭本　英夫(3) 2.49 (-0.2) 坂上　智之(4) 2.49 (-2.9) 津村　壮佑(2) 2.37 (+1.4)

クマ陸 クマ陸 クマ陸 クマ陸 クマ陸 GOBOクラブ GOBOクラブ 印南ジュニア

GR:大会記録  w:追風参考  
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