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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
８００ｍ 10/21 原岡　昇平 (3)  1:53.60

立命館大・香川

植崎　敬大 (２)  1:54.63

環太平洋大・香川

川上　和真  1:57.55

香川ＲＣ遊・香川

下藪　翔太 (１)  1:57.77

環太平洋大・徳島

大江　将樹 (4)  2:00.81

岡山大・香川

西島　玄基 (2)  2:06.28

立命館大・京都

森川　凪 (3)  2:06.58

観音寺中・香川

藤田　知也 (４)  2:07.22

環太平洋大・広島

１５００ｍ 10/21 武南　金太郎 (2)  4:20.26

関西高・岡山

井上　潤也 (2)  4:22.32

岡商大附・岡山

小林　慎太郎 (3)  4:22.39

香大医学部・香川

中尾　義貴 (２)  4:24.73

環太平洋大・兵庫

武田　真一 (3)  4:35.98

四学香川西高・香川

尾崎　祐介  4:38.84

善通寺自衛隊・香川

宮脇　宏哉 (3)  4:41.41

丸亀南中・香川

平野　純生 (1)  5:07.62

岡山朝日高・岡山

３０００ｍ 10/21 山田　修人 (2)  8:59.96

井村RC・岡山

森下　翔太 (2)  9:01.15

井原中・岡山

宇山　真郷 (2)  9:01.71

つるぎ高・徳島

小林　翼 (3)  9:02.11

西大寺中・岡山

本田　真仁 (2)  9:02.84

八幡浜高・愛媛

菅　颯斗 (2)  9:03.29

松山北高・愛媛

大塚　直哉 (2)  9:05.33

吉備中・岡山

横川　明昌 (2)  9:05.63

岡商大附・岡山

５０００ｍ 10/21 向井　悠介 (3) 14:34.12

小豆島中央高・香川

淵田　凌一 (3) 14:36.70

高知農高・高知

清家　陸 (3) 14:38.21

八幡浜高・愛媛

江浪　修平 (M2) 14:39.33

愛媛大・愛媛

竹上　世那 (3) 14:42.62

小豆島中央高・香川

大呂　恵雨 (1) 14:43.48

八頭高・鳥取

合田　　椋 (3) 14:44.47

倉敷高・岡山

大内　宏樹 (3) 14:44.71

松山商業高・愛媛

１００００ｍ 10/21 三好　祐輝 (1) 33:24.58

松山北高・愛媛

松井　文汰 (2) 33:51.70

松山北高・愛媛

岡阪　祐希 (2) 34:56.96

善通寺一高・香川

河野　圭佑 (2) 37:03.71

松山北高・愛媛

山﨑　訓 39:48.34

丸亀陸協・香川

男子

８００ｍ 10/21 有富　郁 (1)  2:18.98

吉備中・岡山

円山　紀乃 (２)  2:32.65

追手前高・高知

松本　実怜 (２)  2:34.00

追手前高・高知

大島　みほか (2)  2:37.13

倉敷東中・岡山

城井　光来 (1)  2:42.13

善通寺一高・香川

中村　夏鈴 (1)  2:51.99

倉敷東中・岡山

丸山　泰佳 (1)  2:52.93

倉敷東中・岡山

１５００ｍ 10/21 迫田　明 (2)  4:57.72

吉備中・岡山

平山　美空 (3)  5:00.17

吉備中・岡山

竹内　萌 (２)  5:00.90

TTPA・岡山

砂田　珠来 (2)  5:03.70

吉備中・岡山

山岡　真紗希 (2)  5:12.03

岡山朝日高・岡山

杣友　華 (3)  5:12.37

四学香川西高・香川

三宅　波菜 (1)  5:12.50

井村RC・岡山

岡本　胡琳 (3)  5:15.42

小豆島中・香川

３０００ｍ 10/21 山本　晏佳吏 (1)  9:35.27

倉敷高・岡山

中村　優希 (2)  9:37.95

八幡浜高・愛媛

増田　梨美 (2)  9:46.34

四学香川西高・香川

西谷　沙綾 (2)  9:51.64

つるぎ高・徳島

柏木　あさひ (2)  9:52.58

四学香川西高・香川

松本のぞみ (2)  9:52.61

聖カタリナ高・愛媛

下高　美聡 (3)  9:52.71

坂中・広島

大庭　結菜 (1)  9:56.36

高松工芸・香川

５０００ｍ 10/21 手嶋　乃莉子 (3) 17:03.40

神戸学院大・兵庫

森口　愛子 (1) 17:12.95

神戸学院大・兵庫

原田　萌花 (2) 17:14.70

松山北高・愛媛

中西　希 (1) 17:16.65

神戸学院大・兵庫

田口　真琴 (3) 17:17.45

神戸学院大・兵庫

大樽　瑞葉 (3) 17:26.45

神戸学院大・兵庫

浅井　加菜子 (3) 17:29.48

神戸学院大・大阪

安里　真梨子 17:35.00

らんさぽ・沖縄

女子

10月21日 10:50 雨    17.5℃   90％ 北東 0.5m/s

10月21日 12:00 雨    17.4℃   97％ 東北東 0.4m/s

10月21日 18:00 雨    17.9℃  100％ 北北東 0.5m/s


