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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
１００ｍ 6/11中田　将翔    (1) 12.95/-1.8

香東

池畑　旺輝    (1) 13.27/-1.8

屋島

松本　大河    (1) 13.33/-1.8

下笠居

藤澤　奏風    (1) 13.34/-1.8

山田

上島　やまと  (1) 13.35/-1.8

紫雲

川原　聖矢    (1) 13.44/-1.8

勝賀

門　優一朗    (1) 13.45/-1.8

牟礼

松本　優人    (1) 13.67/-1.8

高松北

男子中学
１年

１００ｍ 6/11大西　慧來    (2) 11.83/-1.9

国分寺

瀬尾　敬士    (2) 12.13/-1.9

古高松

岡田　コウ    (2) 12.27/-1.9

勝賀

白川　敬将    (2) 12.32/-1.9

龍雲

岡内　凌大    (2) 12.36/-1.9

龍雲

服部　悠人    (2) 12.39/-1.9

龍雲

泉　翔太      (2) 12.60/-1.9

勝賀

男子中学
２年

１００ｍ 6/11藤澤　友大    (3) 11.33/-1.5

高松北

片桐　啓斗    (3) 11.95/-1.5

屋島

久米　裕翔    (3) 11.97/-1.5

屋島

安賀　義晃    (3) 11.99/-1.5

勝賀

中東　大翔    (3) 12.03/-1.5

山田

鈴木　大介    (3) 12.08/-1.5

高松一

漆原　羽了    (3) 12.20/-1.5

山田

男子中学
３年

２００ｍ 6/11藤澤　友大    (3) 23.29/-2.0

高松北

山田　息吹    (3) 24.54/-3.2

龍雲

大西　慧來    (2) 24.58/-3.2

国分寺

安賀　義晃    (3) 24.61/-2.0

勝賀

片桐　啓斗    (3) 24.71/-2.0

屋島

黒川　憂成    (3) 24.72/-3.2

木太

木村　亮介    (3) 24.99/-2.0

屋島

佐々木　日向  (3) 25.04/-1.7

桜町

４００ｍ 6/11松内　優季    (3) 52.54

屋島

佐々木　日向  (3) 54.52

桜町

大江　謙信    (3) 55.02

屋島

山本　昊良    (3) 55.70

香川一

齋藤　晴希    (3) 57.14

龍雲

赤松　宗磨    (3) 57.17

木太

山中　陽      (3) 57.90

紫雲

大谷　輝      (3) 58.54

三木

８００ｍ 6/11松内　優季    (3)  2:05.57

屋島

石川　光輝    (3)  2:07.83

高松北

大内　崇太    (3)  2:09.16

三木

上田　陸空    (3)  2:09.23

古高松

蓮井　直太郎  (3)  2:10.30

協和

三谷　大輝    (3)  2:10.69

香東

三好　雄仁    (3)  2:12.19

龍雲

有吉　壱騎    (3)  2:14.01

龍雲

男子中学
共通

１５００ｍ 6/11松田　智也    (1)  5:10.60

紫雲

法村　一輝    (1)  5:17.90

太田

入谷　晃生    (1)  5:18.18

協和

佐々木　瑛大  (1)  5:21.17

協和

岡谷　柊依    (1)  5:23.46

太田

熊浦　佑斗    (1)  5:26.90

木太

石原　漣翔    (1)  5:31.64

木太

石原　悠翔    (1)  5:35.20

木太

男子中学
１年

１５００ｍ 6/11竹野　圭祐    (2)  4:40.05

紫雲

宮崎　來磨    (2)  4:44.87

三木

赤松　辰哉    (2)  4:46.15

紫雲

蒲生　響典    (2)  4:55.03

玉藻

原　大青      (2)  4:56.93

紫雲

近藤　慧弥    (2)  4:59.39

協和

原田　佑翔    (2)  4:59.87

勝賀

尾木　塁      (2)  5:00.08

木太

男子中学
２年

１５００ｍ 6/11石川　光輝    (3)  4:27.17

高松北

蓮井　直太郎  (3)  4:27.63

協和

大内　崇太    (3)  4:28.06

三木

三好　雄仁    (3)  4:32.45

龍雲

藤澤　倖心    (3)  4:32.51

三木

米田　誉      (3)  4:34.21

古高松

有吉　壱騎    (3)  4:36.99

龍雲

松田　弦      (3)  4:40.00

古高松

男子中学
３年

３０００ｍ 6/11藤澤　倖心    (3)  9:56.84

三木

石井　太一    (3)  9:59.12

龍雲

難波　陽      (3) 10:03.54

龍雲

松田　弦      (3) 10:19.03

古高松

三宅　勇輝    (2) 10:50.75

国分寺

１１０ｍＨ

(0.914m)

6/11岡内　凌大    (2) 15.86/-1.4

龍雲

村尾　透和    (3) 16.45/-1.4

国分寺

佐野　雅樹    (2) 16.96/-1.4

三木

八重　勝信    (3) 17.49/-1.4

勝賀

松﨑　慶一    (2) 18.58/-1.4

玉藻

松見　怜翔    (1) 21.73/-1.4

牟礼

男子中学
共通

４×１００ｍ 6/11龍雲 49.94

川口　空輝    (1)

黒川　蓮翔    (2)

藤原　唯人    (2)

松岡　大成    (1)

屋島 51.77

磯淵　亮輔    (2)

池畑　旺輝    (1)

七條　樹希    (1)

恩村　侑希    (2)

木太 51.85

中嶋　心太郎  (2)

貞光　凜之介  (1)

香川　藍希    (1)

小國　出雲    (2)

勝賀 52.11

山﨑　亮      (1)

川原　聖矢    (1)

三谷　陸人    (2)

泉　翔太      (2)

協和 52.23

藤本　湧斗    (2)

佐々木　來杜  (2)

岡田　倭      (1)

横井　宝      (1)

高松北 52.36

細谷　蒼麻    (2)

川前　有生    (1)

佃　愛翔      (1)

堀　俊亮      (2)

三木 52.61

眞鍋　悠生    (1)

鹿庭　匠翔    (2)

藤澤　暖人    (1)

小林　煌汰    (2)

国分寺 54.20

杉山　陽向    (2)

平尾　凛太郎  (1)

原岡　志暢    (1)

三宅　勇輝    (2)

男子中学
低学年

４×１００ｍ 6/11三木 45.90

串田　佑介    (3)

佐野　雅樹    (2)

今中　悠聖    (3)

吉川　昇吾    (3)

木太 45.98

田中　遥貴    (3)

赤松　宗磨    (3)

黒川　憂成    (3)

加納　創太    (3)

勝賀 45.99

布施　壮麻    (3)

安賀　義晃    (3)

岡田　コウ    (2)

八重　勝信    (3)

屋島 46.19

木村　亮介    (3)

片桐　啓斗    (3)

三木　太雅    (3)

大江　謙信    (3)

龍雲 46.31

山田　息吹    (3)

服部　悠人    (2)

白川　敬将    (2)

岡内　凌大    (2)

山田 46.88

中東　大翔    (3)

澤地　慶人    (3)

井原　正太郎  (3)

漆原　羽了    (3)

国分寺 47.00

村尾　透和    (3)

大西　慧來    (2)

田中　輝樹    (2)

宮岡　玲      (3)

古高松 47.69

松嶋　竜輝    (3)

久米　一颯    (2)

山田　晴也    (3)

上田　陸空    (3)

走高跳 6/11三谷　陸人    (2) 1m83

勝賀

白川　敬将    (2) 1m71

龍雲

祖父江　陽    (3) 1m50

木太

中嶋　心太郎  (2) 1m45

木太

高橋　遼太    (2) 1m45

玉藻

川原　聖矢    (1) 1m35

勝賀

多田　蓮梧    (3) 1m30

高松一

棒高跳 6/11髙木　仁      (2) 3m10

玉藻

久米　一颯    (2) 3m10

古高松

岡田　倭      (1) 2m80

協和

大内　大志    (2) 2m80

木太

谷本　翔唯    (1) 2m30

高松一

走幅跳 6/11布施　壮麻    (3)   6m08/+1.5

勝賀

加納　創太    (3)   5m85/+1.0

木太

西本　想来    (2)   5m80/+0.5

紫雲

澤地　慶人    (3)   5m55/+1.4

山田

門　優一朗    (1)   5m35/+1.7

牟礼

村尾　透和    (3)   5m34/+1.1

国分寺

寺嶋　瑛琉    (3)   5m29/+1.0

高松一

藤本　湧斗    (2)   5m13/+1.3

協和

三段跳 6/11久米　一颯    (2)  11m74/+1.7

古高松

日野　貴智    (3)  10m91/+0.6

高松一

砲丸投

(5.000kg)

6/11西原　伊吹    (3)   9m05

国分寺

田中　輝樹    (2)   8m94

国分寺

浪越　崇熙    (2)   8m87

木太

樫　直翔      (3)   8m72

木太

山地　孝明    (3)   8m26

木太

唐渡　郁弥    (2)   7m14

太田

谷本　直輝    (2)   6m54

紫雲

貞光　凜之介  (1)   5m99

木太

四種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

参加者なし

男子中学
共通

男子総合得点 龍雲 73点木太 65点屋島 60点勝賀 58点三木 48点国分寺 46点紫雲 40点古高松 37点

男子トラック得点 龍雲 66点屋島 60点三木 48点勝賀 39点高松北 35点紫雲 32点協和 29点国分寺 28点

男子フィールド得点 木太 39点勝賀 19点国分寺 18点古高松 15点高松一 15点玉藻 12点紫雲 8点龍雲 7点
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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
１００ｍ 6/11冨田　佳子    (1) 14.05/-1.3

龍雲

沖川　咲      (1) 14.57/-1.3

国分寺

髙木　絹乃    (1) 14.65/-1.3

勝賀

佐々木　優奈  (1) 14.67/-1.3

協和

岡内　碧美    (1) 14.67/-1.3

紫雲

端山　梨花    (1) 14.71/-1.3

山田

青海　李音    (1) 協和 15.08/-1.3

萬　彩心      (1) 太田

女子中学
１年

１００ｍ 6/11福家　梓      (2) 13.20/-1.6

三木

泉本　未来    (2) 13.51/-1.6

屋島

柴本　心美    (2) 13.92/-1.6

龍雲

井上　桃花    (2) 13.97/-1.6

三木

入船　玲実    (2) 13.99/-1.6

龍雲

間嶋　奈穂    (2) 14.08/-1.6

国分寺

花崎　凜      (2) 14.36/-1.6

龍雲

西岡　海來    (2) 14.36/-1.6

木太

女子中学
２年

１００ｍ 6/11桑島　萌那    (3) 13.42/-1.0

協和

大塚　向日葵  (3) 13.50/-1.0

桜町

美濃　杏莉    (3) 13.53/-1.0

桜町

久保田　心聖  (3) 13.69/-1.0

高松一

山田　稀李羽  (3) 13.88/-1.0

国分寺

川端　優芽    (3) 13.89/-1.0

高松一

姫野　櫻      (3) 13.91/-1.0

牟礼

倉知　あいり  (3) 14.19/-1.0

屋島

女子中学
３年

２００ｍ 6/11福家　梓      (2) 26.93/-1.6

三木

桑島　萌那    (3) 27.26/-1.6

協和

柴本　心美    (2) 28.81/-1.5

龍雲

山田　稀李羽  (3) 28.85/-1.6

国分寺

林田　芽愛    (3) 28.90/-1.6

国分寺

間嶋　奈穂    (2) 28.96/-1.5

国分寺

冨田　佳子    (1) 28.97/-1.6

龍雲

山﨑　茉白    (2) 29.13/-1.5

木太

８００ｍ 6/11山本　奈穂    (2)  2:34.93

龍雲

赤岩　未希    (3)  2:35.03

龍雲

溝内　紬      (3)  2:36.32

高松北

貞広　優奈    (2)  2:37.09

紫雲

菅原　七菜子  (3)  2:37.83

紫雲

中村　愛唯    (3)  2:40.29

龍雲

塚原　瑞樹    (2)  2:43.20

牟礼

三好　桃永    (3)  2:43.67

龍雲

女子中学
共通

１５００ｍ 6/11門田　京子    (1)  5:28.68

龍雲

沖川　咲      (1)  5:56.33

国分寺

神坂　実穂    (1)  5:57.02

木太

山奥　花優    (1)  6:10.37

紫雲

加納　希実    (1)  6:13.89

木太

臼杵　優衣奈  (1)  6:16.03

龍雲

黒江　璃々    (1)  6:17.59

国分寺

安藝　玲百南  (1)  6:18.79

木太

女子中学
１年

１５００ｍ 6/11山本　奈穂    (2)  5:19.29

龍雲

岩村　花月紀  (2)  5:19.91

国分寺

貞広　優奈    (2)  5:24.71

紫雲

塚原　瑞樹    (2)  5:29.14

牟礼

中田　湖遥    (2)  5:37.28

紫雲

橋本　紗那    (2)  5:40.65

国分寺

横田　夢羽    (2)  5:43.99

屋島

永田　瑠華    (2)  5:44.19

国分寺

女子中学
２年

１５００ｍ 6/11溝内　紬      (3)  5:14.72

高松北

中村　愛唯    (3)  5:15.23

龍雲

奴賀　千遥    (3)  5:25.12

庵治

山下　優帆    (3)  5:29.69

紫雲

赤岩　未希    (3)  5:32.90

龍雲

飯間　柚希    (3)  5:35.42

国分寺

三好　桃永    (3)  5:35.76

龍雲

美馬　葵      (3)  5:48.05

三木

女子中学
３年

１００ｍＨ

(0.762/8m)

6/11久保田　心聖  (3) 16.29/-1.6

高松一

植田　沙那    (3) 17.02/-1.6

木太

山下　優帆    (3) 17.31/-1.6

紫雲

石川　美羽    (3) 17.67/-1.6

太田

白川　柚希    (3) 17.70/-1.6

龍雲

菅原　七菜子  (3) 18.23/-1.6

紫雲

西岡　海來    (2) 18.32/-0.7

木太

矢野　はづき  (3) 19.04/-0.7

牟礼

女子中学
共通

４×１００ｍ 6/11龍雲 54.36

柴本　心美    (2)

入船　玲実    (2)

山田　萌結    (1)

冨田　佳子    (1)

木太 55.93

砂井　柚希    (1)

神坂　実穂    (1)

武内　ことは  (2)

山﨑　茉白    (2)

桜町 57.02

長谷　芽花    (1)

杉　咲乃      (2)

池田　真衣香  (1)

白川　乃愛    (2)

太田 57.65

寺岡　紗耶    (1)

田尾　娃来    (2)

小川　唯夏    (2)

萬　彩心      (1)

国分寺 57.70

沖川　咲      (1)

増田　媛菜    (1)

永田　瑠華    (2)

岩村　花月紀  (2)

玉藻 59.26

齊藤　愛澄    (1)

山口　悠花    (1)

深町　一華    (2)

瀬尾　真良    (2)

高松一 59.81

川原　実花    (1)

石原　望      (2)

水野　咲幸    (1)

妹尾　姫莉    (2)

屋島  1:00.07

宮脇　都有子  (1)

木村　碧音    (2)

福島　楓花    (1)

紅粉谷　葵    (2)

女子中学
低学年

４×１００ｍ 6/11桜町 51.62

近藤　梨音    (2)

大塚　向日葵  (3)

田村　知杏凪  (3)

美濃　杏莉    (3)

屋島 52.47

楠本　千花    (3)

紅粉谷　楓    (3)

久保　和葉    (2)

泉本　未来    (2)

三木 52.82

猪尾　音羽    (2)

井上　桃花    (2)

井上　梨花    (2)

福家　梓      (2)

高松一 53.99

髙原　碧      (3)

久保田　心聖  (3)

藤井　うらら  (3)

川端　優芽    (3)

国分寺 54.01

小早川　真柚  (3)

林田　芽愛    (3)

間嶋　奈穂    (2)

山田　稀李羽  (3)

太田 54.67

丸田　澪音    (3)

石川　美羽    (3)

石浦　美玖    (2)

笠井　奈々    (3)

高松北 54.99

新田　里桜    (2)

今村　咲姫    (3)

湊　心美      (2)

大池　悠夏    (2)

木太 55.02

平山　里菜美  (3)

西岡　海來    (2)

乃上　美心    (3)

植田　沙那    (3)

走高跳 6/11紅粉谷　楓    (3) 1m50

屋島

尾﨑　美奏    (2) 1m41

大手高松

山田　舞      (3) 1m35

高松一

藤井　うらら  (3) 高松一 1m35

前田　千尋    (3) 協和

倉知　あいり  (3) 1m30

屋島

黒島　光容莉  (1) 1m25

木太

青海　李音    (1) 1m25

協和

棒高跳 6/11嘉代　美羽    (2) 2m40

玉藻

北山　明莉    (2) 2m20

木太

天野　楓子    (3) 2m00

屋島

走幅跳 6/11梅田　夏琉    (3)   4m77/+1.4

玉藻

紅粉谷　葵    (2)   4m66/+2.0

屋島

楠本　千花    (3)   4m58/+3.0

屋島

米子　絵麻    (3)   4m28/+3.2

紫雲

車　心愛      (2)   4m27/+0.7

古高松

谷本　結菜    (2)   4m26/+1.0

山田

田子　未来華  (2)   4m15/+0.8

木太

矢野　はづき  (3)   4m06/+1.9

牟礼

砲丸投

(2.721kg)

6/11谷本　真由子  (3)   9m33

紫雲

曽我部　まりも(3)   9m30

玉藻

柏原　千陽    (2)   8m11

牟礼

市原　圭都    (2)   8m03

紫雲

小野　湖果夏  (3)   7m84

紫雲

西村　咲希    (3)   7m43

牟礼

上岡　千紘    (3)   6m73

龍雲

瀬尾　真良    (2)   6m59

玉藻

四種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

6/11村上　望亜    (3)  1652

高松北

18.21/-2.2-1m20-8m89-30.97/-1.3

小林　みひろ  (3)  1399

紫雲

19.08/-2.2-1m25-6m68-32.15/-1.3

女子中学
共通

女子総合得点 龍雲 93点紫雲 71点国分寺 57点屋島 48点木太 41点高松一 33.5点三木 28点玉藻 27点

女子トラック得点 龍雲 91点国分寺 57点紫雲 42点木太 30点三木 28点桜町 27点高松一 23点協和 21.5点

女子フィールド得点 屋島 30点紫雲 29点玉藻 24点木太 11点高松一 10.5点牟礼 10点高松北 8点大手高松 7点

 6月11日  9:00 曇り  24.6℃   65％ 東 1.4m/s

 6月11日 12:00 雨    23.5℃   74％ 東南東 1.3m/s

 6月11日 15:00 雨    23.3℃   70％ 東北東 2.0m/s


