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第31回全国小学生陸上競技交流大会香川県第1次予選会　1回目

決 勝 一 覧 表

香川県立丸亀競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子小学校５年 5/30 １００ｍ 井櫻　悠人 (5) 14.41 細川　友暉 (5) 14.62 石川　優真 (5) 14.73 石井　晴樹 (5) 14.82 同順：渡邊　升翔 (5) 14.82 鎌田　章太 (5) 14.89 藪下　雅也 (5) 14.90 井戸　曹賀 (5) 14.94

太田南 -0.8 浅野 +0.6 大野原 -0.8 大野原 +0.6 太田南 -0.8 豊原 -0.1 柞田 -0.2 勝間 +0.6 

男子小学校６年 5/30 １００ｍ 山木　翼 (6) 12.58 原田　温基 (6) 13.36 松原　成季 (6) 13.50 宮本　真久翔 (6) 13.61 大西　岳人 (6) 13.75 合田　光希 (6) 13.76 新谷　優人 (6) 13.79 神宮　健 (6) 13.80

大野原 +0.7 観音寺 +0.7 下高瀬 +0.4 竜川 +0.4 大野原 +0.1 大野原 +0.7 城乾 +0.5 三豊大野 +0.7 

男子小学校 5/30 ８０ｍＨ 稲毛　一斗 (6) 14.11 金関　昴 (6) 14.13 白川　虎太朗 (6) 14.24 塩入　澄羽 (6) 14.69 香川　晴哉 (6) 14.78 資延　伊織 (6) 14.93 橋本　晃次郎 (6) 15.08 荒木　祐二郎 (6) 15.17

飯山南 +1.2 宇多津北 +1.2 仁尾 +1.2 城辰 +1.2 麻 +0.1 比地 +0.1 檀紙 +1.2 飯山南 +1.2 

男子小学校 5/30 走高跳 吉田　来綺 (6) 1m34 谷本　希 (6) 1m34 鷹尾　真大 (6) 1m28 同順：鈴木　敦稀 (6) 1m28 毛利　亮太 (6) 1m28 同順：小寺　佑空 (6) 1m28 萩山　紫音 (6) 1m25 松岡　択実 (6) 1m20

国分寺北部 川津 苗羽 四条 四条 宇多津北 太田南 大野原

男子小学校 5/30 走幅跳 大利　幸生 (6) 4m56 斎藤　大亮 (6) 4m05 青木　貴也 (6) 4m05 東川　敬志 (6) 4m04 川西　泰聖 (6) 3m99 川西　巧晟 (6) 3m98 浪越　海世 (6) 3m98 齊藤　圭亮 (6) 3m94

宇多津 -1.2 常磐 -0.1 香川RTJ -1.0 竜川 -1.1 竜川 -0.9 国分寺北部 -0.4 仁尾 -0.3 太田南 -1.4 

男子小学校 5/30 ４×１００ｍ 大野原Ａ 53.14 観音寺Ａ 54.42 常磐Ａ 55.66 国分寺北部Ａ 56.14 下高瀬Ａ 56.58 太田南Ａ 56.64 吉津Ａ 56.80 浅野 56.96

  喜井　晴也 (6)   秋山　紘一郎 (6)   篠原　大河 (6)   新居　拓大 (6)   松原　成季 (6)   井櫻　悠人 (5)   三﨑　天翔 (6)   長谷川　亮 (6)

  山木　翼 (6)   原田　温基 (6)   熊谷　旺俊 (6)   吉田　来綺 (6)   佐伯　亮哉 (6)   米田　圭汰 (6)   芳地　結生 (6)   亀田　侑叶 (6)

  合田　光希 (6)   森　弘希 (6)   斎藤　大亮 (6)   山本　雅也 (6)   北山　凛 (6)   齊藤　圭亮 (6)   藤田　祐麻 (6)   細川　友暉 (5)

  大西　岳人 (6)   増田　聖琉 (6)   沓野　伊吹 (6)   今澤　宏樹 (6)   安藤　成那 (6)   坂田　陸 (6)   塩田　佳輝 (6)   土岐　佳依 (6)

男子小学校 5/30 ソフトボール投 亀井　理央 (6)  58m81 大平　岳 (6)  57m90 西梶　嘉駿 (6)  55m91 古川　裕太郎 (6)  55m14 武内　孝樹 (6)  54m95 大住　拓也 (6)  54m87 三好　真乃介 (6)  53m62 川崎　莉駒 (5)  53m19

豊原 大野原 城坤 城辰 観音寺 太田南 竜川 財田中

女子小学校５年 5/30 １００ｍ 阿見　よつば (5) 14.51 田井　彩晴 (5) 14.66 藤原　美杏 (5) 14.75 浦上　遥日 (5) 14.83 今井　京花 (5) 14.90 小山　菜月 (5) 14.96 矢野　絢子 (5) 15.02 谷川　日菜 (5) 15.03

高室 +0.4 香川RTJ +0.4 城西 +1.4 城西 +0.1 大野原 +1.7 大野原 +0.4 桑山 +1.7 浅野 +1.0 

女子小学校６年 5/30 １００ｍ 藤村　小桜 (6) 14.35 久保田　紗永 (6) 14.56 清水　風朱 (6) 14.70 同順：秋山　優 (6) 14.70 三谷　樹音 (6) 14.75 淘江　しずく (6) 14.93 中川　紗和 (6) 14.98 大西　茜 (6) 14.98

粟井 -1.0 三豊大野 -1.0 香川RTJ +0.3 財田中 -1.0 宇多津 -1.0 岡田 -1.0 麻 -1.0 大野原 -1.0 

女子小学校 5/30 ８０ｍＨ 中井　理世 (6) 14.33 延原　歩莉 (6) 15.04 水藤　愛子 (6) 15.40 大石　未来 (6) 15.42 工藤　菜々 (6) 15.53 塩田　美帆 (6) 15.71 林　琴音 (6) 15.91 森川　薫乃 (6) 15.95

仁尾 -0.3 檀紙 -0.3 香川RTJ -0.3 常磐 +1.6 城西 +1.2 仁尾 +1.6 仁尾 -0.3 比地大 +1.6 

女子小学校 5/30 走高跳 田井　くれは (6) 1m30 宮崎　紗羅 (6) 1m27 貞廣　美玖 (6) 1m27 眞部　聖菜 (6) 1m21 大森　玲杏 (6) 1m18 近藤　有華 (6) 1m18 大塚　結生 (6) 1m15 同順：大井　茜花璃 (6) 1m15 同順：伊藤　まりあ (5) 1m15

本山 上高瀬 上高瀬 太田南 桑山 比地 下高瀬 上高瀬 豊島

女子小学校 5/30 走幅跳 大山　桜花 (6) 4m04 丸尾　捺乃 (6) 3m98 河合　楓 (6) 3m95 多田　朱里 (6) 3m87 山地　千夏 (6) 3m84 片山　あや (6) 3m75 薦田　沙渚 (6) 3m64 河野　未玖 (6) 3m59

香川RTJ -0.2 香川RTJ +0.2 国分寺北部 +0.1 豊島 +2.0 竜川 +0.3 宇多津北 -1.0 竜川 +0.2 柞田 +0.9 

女子小学校 5/30 ４×１００ｍ 香川RTJＡ 57.03 大野原Ａ 58.83 飯山南Ａ 58.93 仁尾Ａ 59.15 太田南Ａ 59.60 大野原Ｃ 59.77 麻Ａ 59.78 詫間Ａ  1:00.25

  田井　彩晴 (5)   大西　茜 (6)   藤村　光里 (6)   林　琴音 (6)   平山　夕奈 (6)   今井　京花 (5)   中川　紗和 (6)   林　愛莉 (6)

  松野　杏美 (6)   中西　ほのか (6)   坂倉　希望 (6)   真鍋　一花 (6)   眞部　聖菜 (6)   藤川　依代 (5)   橋本　紗果 (6)   則久　麻里奈 (6)

  清水　風朱 (6)   合田　美咲 (6)   細野　夏希 (6)   塩田　美帆 (6)   三橋　結衣 (6)   白川　心愛 (5)   片山　華 (6)   織田　鈴音 (6)

  大山　桜花 (6)   紀伊　涼花 (6)   髙畑　百花 (6)   中井　理世 (6)   添木　咲良 (6)   小山　菜月 (5)   藤村　真子 (6)   矢野　未由菜 (6)

女子小学校 5/30 ソフトボール投 秋山　菜々香 (6)  56m35 明田　奈穂 (6)  49m61 板倉　みなみ (5)  49m52 高橋　里帆 (6)  46m62 齋田　愛実 (5)  42m06 三好　一歌 (6)  40m92 髙橋　音羽 (6)  38m42 片岡　芙妃 (6)  36m97

宇多津北 苗羽 詫間 常磐 宇多津北 川津 柞田 豊原


