
ＯＵＴスタート INスタート
＜高等学校男子の部＞ ＜高等学校男子の部＞

1 7:30 大川　功起 明徳① 亀井　智哉 高松北② 芳野　康平 北条② 加地　貴将 土居② 7 7:30 加藤　　翔 寒川① 上野早也樹 英明② 上岡慎太郎 高知中央①

2 7:38 香川　奈鷹 香川西① 吉田圭一郎 善通寺第一① 西森　公城 英明② 乗松　直哉 北条② 8 7:38 永田翔太郎 香川西① 石村　友樹 英明① レー・ファムタインロン 明徳① 小西純一朗 土居②

3 7:46 中川　将太 明徳② 池内　侑亮 香川西② 小松　京介 鳴門② 東原　旦龍 英明② 9 7:46 三宅　将生 寒川① 仲盛　貴明 香川西① 高橋佑一郎 高瀬① 髙橋　篤弥 土居①

4 7:54 遠藤　健太 寒川① 岩崎　旦周 明徳② 川原　祐輔 香川西① 10 7:54 堀田　　翼 明徳② 後上里　正 香川西① 須佐美日天樹 寒川① 藤村　海志 琴平①

5 8:02 中野　弘樹 英明② 嶋谷　和真 明徳① 小田桐祥尭 香川西① 11 8:02 大谷　裕貴 香川中央② 冨田　雄貴 明徳② 藤原亜樹斗 香川西① 本田健太郎 寒川②

6 8:10 仲盛　将司 香川西② 永井　　輝 明徳① 安藤　祥平 北条② 12 8:10 萩田　神生 寒川① 濵邉　　健 帝京第五① 黒竹　優児 明徳①

＜中学校男子の部＞ ＜女子の部＞

1 8:18 鴻上　大和 明徳① 尾﨑　　渉 香長① 藤澤　亜蘭 香川誠陵② 高橋　一誠 高知③ 1 8:18 鴻上ほの花 明徳高① 公受貴久美 香川西② 礎　　有希 城ノ内中① 野口　颯華 明徳中②

2 8:26 河本　　力 久米① 林元　将崇 明徳② 前田綸太郎 丸亀東① 山本　大成 高知③ 2 8:26 吉原奈生子 三木中① 黒田彩佳理 木太中③ 中村　美月 明徳高② 野島　綾乃 高知中②

3 8:34 東　　大智 多度津③ 河合　聖哉 明徳③ 友竹　勇人 国府① 関野　恭成 高知② 3 8:34 安藤　京佳 新居浜東中③ 岡田愛梨 香川西高② 黒田　光理 木太中② 永木　佑実 明徳高①

4 8:42 小西　勇輝 小野③ 村田幸大郎 愛大附① 西　　琉斗 明徳① 西岡　泰造 高知② 4 8:42 河本　　結 久米中② 景政　柊蘭 香川高専② 渡辺佳乃子 高知中央高① 上　　絢雅 明徳高②

5 8:50 西山　大広 高瀬③ 中川　慶亮 城西② 黒川　逸輝 古高松① 島﨑　栞汰 高知② 5 8:50 森田　　遥 高松中央高① 岡田　清楓 北島中② 田所　星良 明徳中② 細谷　奈々 綾南中①

6 8:58 増田　康平 椿③ 山下　泰雅 屋島② 黒川　航輝 古高松① 武田　　甚 高知② 6 8:58 堀　さんご 紫雲中③ 片桐　凪紗 明徳高① 中谷　美陽 松山東雲中③ 斉賀　里緒 丸亀東中①

7 9:04 上田　　仁　 明徳③ 丸山　　翼 木太② 井上　慎也 高知③ 7 9:04 後藤田寧々 羽ノ浦中② 田中　佳叡 英明高① 岡村　　優 明徳高② 岡　　初紀 協和中①

8 9:12 栗本　和博 豊中② 和田　嘉晴 芸西③ 板東　寿匡 城東① 土森　正彬 明徳① 8 9:12 中川　月奈 新居浜東中② 中野　なゆ 高知中① 黒野　杏佳 明徳中③ 上林　由夏 明徳中②

9 9:20 板東　篤司 城東③ 児玉　和生 松山西① 荻田　優介 香川誠陵② 9 9:20 谷本　純菜 藍住東中③ 大塚　香子 明徳高② 松島　菜央 松山東雲中② 松原　唯華 香東中①

10 9:28 佐伯部竜也 明徳② 竹川　雄喜 高松第一② 中曽根多朗 香川第一① 10 9:28 髙橋亜可里 大西中③ 片岡優里菜 高知中央高① 苅部　未歩 明徳中③

※組み合わせは当日変更なることがあります。
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