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13～14歳
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年   

1    25.488/3 清水　鼓哲   Ｂ＆Ｇ愛南     中2 (10級)

2    25.618/5 板垣　海人   アサンＳＣ     中2 (10級)

3    25.708/4 宮武　海渡   ジャパン高松   中1 (10級)

4    25.818/2 塩崎　光紀   ジャパン三木   中2 (10級)

5    25.828/6 坂本　優大   コナミ高知     中2 (10級)

6    25.927/2 吉田　圭佑   ＯＫ藍住       中2 (10級)

7    26.437/4 清藤　大樹   坂出伊藤ＳＳ   中2 (9級)

8    26.527/7 土居　侑矢   コナミ高知     中1 (10級)

9    26.536/8 宇都宮蒼史   南海朝生田     中2 (9級)

10    26.617/6 稲尾　海音   坂出伊藤ＳＳ   中1 (9級)

11    26.668/7 宮中　悠希   リー保内       中1 (9級)

12    26.697/3 田口　彼威   南海朝生田     中1 (9級)

13    26.825/5 西山　湧也   みかづきＳＳ   中2 (9級)

14    26.976/5 久岡　和起   西条ＳＣ       中2 (9級)

15    26.996/6 新開　優麻   サンダー志度   中2 (8級)

16    27.088/8 岩崎　凌大   ジャパン丸亀   中2 (8級)

17    27.096/1 熊野　絢太   JSSセンコー    中2 (8級)

18    27.126/3 菊池　　颯   瀬戸内温泉     中3 (8級)

19    27.286/2 平島　義基   ＯＫ脇町       中1 (9級)

20    27.383/7 桂　　瑠星   かしま道後     中1 (9級)

21    27.427/8 宮本　康平   トビウオ川内   中1 (9級)

22    27.506/7 大井　義之   MESSA          中1 (9級)

23    27.544/6 新階琉ノ介   ＪＳＳ高知     中2 (8級)

24    27.685/7 寺町　力哉   マコトSC双葉   中1 (8級)
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25    27.712/5 島内　舜人   みかづきＳＳ   中2 (8級)

26    27.725/4 桂　　竜馬   ＯＫＳＳ       中2 (8級)

27    27.745/1 長尾　祥伍   ジャパン高松   中1 (8級)

28    27.784/4 新宮　広大   トビウオ川内   中1 (8級)

29    27.797/1 村上　暉都   ＷＡＭＳＴ     中1 (8級)

30    27.825/2 岡田　侑也   サンダーＳＳ   中2 (7級)

31    27.914/1 中澤　昂希   みかづきＳＳ   中1 (8級)

32    27.955/6 和田　巧朗   サンダーＳＳ   中2 (7級)

33    27.965/3 宗石　永遠   コナミ高知     中2 (7級)

34    28.033/6 芳野　水貞   アズサ松山     中2 (7級)

35    28.044/3 大河内健人   マコトSC双葉   中2 (7級)

36    28.144/5 秋山　太志   エリエールSC   中1 (8級)

37    28.183/5 小野　祐輝   ジャパン三木   中1 (8級)

38    28.403/4 菊池　堅悟   五百木ＳＣ     中1 (8級)

39    28.412/6 元吉　海翔   ﾌｨｯﾀ高知       中2 (7級)

40    28.573/2 福岡　威人   フィッタ松前   中2 (7級)

41    28.582/4 川村　隆将   ZEYO-ST        中1 (8級)

41    28.584/2 甫木元涼雅   ＪＳＳ高知     中1 (8級)

43    28.622/7 古市　高明   ジャパン三木   中2 (8級)

44    28.661/4 隈部　皓太   ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    中1 (7級)

45    28.844/7 宇都宮優生   フィッタ松前   中1 (7級)

46    28.935/8 福田　将麻   ジャパン観     中2 (6級)

47    28.941/5 大西悠太郎   Ｂ＆Ｇ愛南     中1 (7級)

48    29.013/1 福西　亮介   JSSセンコー    中2 (6級)

49    29.034/8 下元　優典   コナミ高知     中1 (7級)
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50    29.116/4 芝橋　陸也   かもめ競泳塾   中1 (7級)

51    29.142/1 真鍋　大輔   ジャパン三木   中1 (7級)

52    29.213/3 北山　将吾   ＷＡＭＳＴ     中1 (7級)

53    29.352/2 豊福　一天   伊藤ＳＳ       中2 (6級)

54    29.501/3 土井　克真   アサンＳＣ     中2 (6級)

55    29.742/8 濵田　健心   石原ＳＣ       中1 (6級)

56    30.243/8 新出　浩人   ＷＡＭＳＴ     中2 (5級)

棄権8/1 上田　一稀   八幡浜ＳＣ     中1   

棄権7/5 稲井　開陸   トビウオ川内   中2   

棄権2/3 杉原　瞳斗   サンダーＳＳ   中1   
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