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 1組
 1

 2

 3  1137 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
CS

  473 大橋　海斗      ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ        高1

  475 伊須　新太      ｲｽ ｱﾗﾀ          高1

  472 渡邊　航星      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ      高1

  471 市原　舜鷹      ｲﾁﾊﾗ ｼｵﾝ        高2

 4  1201 ＪＳＳ高知          高  知  3:48.00

JSSｺｳﾁ              
CS

  828 中村　颯来      ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ         高1

  829 大田　悟史      ｵｵﾀ ｻﾄｼ         高1

  827 長吉　　潤      ﾅｶﾞﾖｼ ｼﾞｭﾝ      高2

  826 川村　逸斗      ｶﾜﾑﾗ ｲｯﾄ        高2

 5  1173 フィッタ重信        愛  媛  3:50.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
CS

  644 矢野　隼一      ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ       高1

  643 西原　快進      ﾆｼﾊﾗ ｶｲｼﾝ       高2

  645 重松　春輝      ｼｹﾞﾏﾂ ﾊﾙｷ       中3

  642 藤野　恵多      ﾌｼﾞﾉ ｹｲﾀ        高2

 6

 7

 8
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 1  1210 ZEYO-ST             高  知  3:46.00

ZEYO-ST             
CS

  852 櫛田　航大      ｸｼﾀﾞ ｺｳﾀ        中3

  853 白神　拓命      ｼﾗｶﾞ ﾀｸﾐ        中3

  854 川久保海杜      ｶﾜｸﾎﾞ ｶｲﾄ       中3

  851 吉本　　瞬      ﾖｼﾓﾄ ｼｭﾝ        高2

 2  1119 ＯＫ藍住            徳  島  3:40.00

OKｱｲｽﾞﾐ             
CS

  399 矢野　哲太      ﾔﾉ ﾃｯﾀ          高1

  398 片山　頼翔      ｶﾀﾔﾏ ﾗｲﾄ        高2

  397 立花　準大      ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ   高2

  396 幸田　太一      ｺｳﾀﾞ ﾀｲﾁ        高3

 3  1015 ジャパン丸亀        香  川  3:40.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
CS

 4  1155 八幡浜ＳＣ          愛  媛  3:38.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
CS

  543 下田　　嶺      ｼﾓﾀﾞ ﾀｶﾈ        高3

  544 久米　崇汰      ｸﾒ ｿｳﾀ          高2

  546 大福　樹生      ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ        高2

  545 市川　　薫      ｲﾁｶﾜ ｶｵﾙ        高2

 5  1192 みかづきＳＳ        高  知  3:38.00

ﾐｶﾂﾞｷSS             
CS

  792 安原　聖力      ﾔｽﾊﾗ ﾋｼﾞﾘ       高2

  790 濵田雄一朗      ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ     高2

  793 津江　透仁      ﾂｴ ﾕｷﾋﾄ         高1

  791 島内　嘉生      ｼﾏﾉｳﾁ ｶｲ        高2

 6  1065 サンダーＳＳ        香  川  3:40.00

ｻﾝﾀﾞｰSS             
CS

  198 渡辺　翔大      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ      高1

  197 水田　泰冴      ﾐｽﾞﾀ ﾀｲｶﾞ       高2

  199 樋本　皓介      ﾋﾓﾄ ｺｳｽｹ        高1

  200 宇野　颯真      ｳﾉ ｿｳﾏ          高1

 7  1127 五百木ＳＣ          愛  媛  3:40.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
CS

  439 髙岡　海斗      ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ        中3

  438 坂口　颯馬      ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ       中3

  435 高岡　大陸      ﾀｶｵｶ ﾀﾞｲﾁ       高2

  434 奥本　陽葵      ｵｸﾓﾄ ﾊﾙｷ        高3
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 3組
 1  1089 ジャパン三木        香  川  3:34.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｷ            
CS

  266 真鍋　拓実      ﾏﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ        高1

  262 林　虎之介      ﾊﾔｼ ﾄﾗﾉｽｹ       高3

  264 多川　莉玖      ﾀｶﾞﾜ ﾘｸ         高2

  261 真鍋　大輔      ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ      高3

 2  1216 NSP高知             高  知  3:32.00

NSPｺｳﾁ              
CS

 3  1108 ＯＫＳＳ            徳  島  3:30.45

OKSS                
CS

 4  1146 ｴﾘｴｰﾙSRT            愛  媛  1:45.00

ESRT                
CS

  497 竹内　稜翔      ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｶﾞ      高1

  499 藤原　優斗      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ       中3

  496 小野　聖流      ｵﾉ ｾｲﾅ          高2

  498 永井　勇志      ﾅｶﾞｲ ﾕｳｼ        高1

 5  1002 ジャパン高松        香  川  3:30.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｶ            
CS

    4 山下　素直      ﾔﾏｼﾀ ｽﾅｵ        高3

    5 氏原　拓人      ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾄ       中3

    1 小松　俊之      ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ        高3

    3 三原　一真      ﾐﾊﾗ ｶｽﾞﾏ        高3

 6  1058 坂出伊藤ＳＳ        香  川  3:31.50

ｻｶｲﾃﾞｲﾄｳ            
CS

  166 山田　晃司      ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ       高2

  168 奥野　真央      ｵｸﾉ ﾏﾋﾛ         高2

  170 川染　友瞭      ｶﾜｿﾒ ﾄﾓｱｷ       高2

  167 村上　晴紀      ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ        高2

 7  1160 石原ＳＣ            愛  媛  3:33.00

ｲｼﾊﾗ                
CS

  600 花山　虹介      ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ       高2

  597 廣川勇太郎      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ      高2

  602 矢野　和尊      ﾔﾉ ﾜﾀﾙ          高2

  603 一色明日斗      ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        高1

 8  1176 コミュニティ        愛  媛  3:36.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
CS


