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第３５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 2019年5月25日(土)
決勝一覧表

Pikaraスタジアム                      

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 5/25 １００ｍ 宮武　壱心 (5) 14.61 瀬尾　敬士 (5) 14.72 逢坂　倫太郎 (5) 14.75 川原　瑛太 (5) 14.95 久保　心誠 (5) 15.08 宮崎　海飛 (5) 15.09 土井　裕斗 (5) 15.10 櫛橋　篤郎 (5) 15.15

観音寺 +2.6 古高松南 +2.6 大見 +0.6 詫間 +2.6 柞田 +2.6 飯山南 +2.6 常磐 +2.6 林 +0.9 
男子小学校６年 5/25 １００ｍ 宮野　晄雅 (6) 12.71 井上　咲 (6) 13.68 西口　晴 (6) 13.68 大久保　優心 (6) 13.94 大山　遥光 (6) 14.00 道下　大輔 (6) 14.01 中谷　賢 (6) 14.15 井原　圭樹 (6) 14.16

柞田 +2.1 大野原 +2.1 宇多津 +2.1 大野原 +2.1 大野原 +2.1 比地 +2.1 檀紙 +1.6 林 +1.6 
男子小学校５年 5/25 ８０ｍＨ 川端　佑弥 (5) 18.38 木村　洸太 (5) 19.12 德住　陽向 (5) 19.82 細川　晴 (5) 19.85

檀紙 +2.1 檀紙 +2.1 比地 +2.1 大野原 +2.1 

男子小学校 5/25 ８０ｍＨ 松並　航平 (6) 14.24 岩田　優人 (6) 14.77 安藤　寛人 (6) 15.00 鴨田　貴明 (6) 15.05 平尾  駿太 (6) 15.61 成行　優斗 (6) 17.02 大西　誇士郎 (6) 17.33 志多　晴 (6) 17.69
飯山南 -0.2 詫間 +1.4 詫間 +1.4 上高瀬 +1.4 麻 +1.4 上高瀬 +1.4 檀紙 -0.2 宇多津 -0.2 

男子小学校５年 5/25 走高跳 真鍋　俊矢 (5) 1m10 德住　陽向 (5) 1m05
下高瀬 比地

細川　晴 (5)

大野原

男子小学校６年 5/25 走高跳 ｲｸﾞﾋﾞﾆﾜﾚ　ｼﾞｮｴﾙ (6) 1m42 池　修太 (6) 1m34 大廣　健人 (6) 1m25 条樂　和空 (6) 1m15 三田　翔輝 (6) 1m15
宇多津 柞田 大野原 宇多津 詫間

高橋　依吹 (6)

高室

岩田　優人 (6)

詫間

男子小学校５年 5/25 走幅跳 渡辺　周 (5) 3m72 秋山　瑛音 (5) 3m54 長船　早佑 (5) 3m34 長谷川  獅瞳 (5) 3m27 白川　大地 (5) 3m24 河田　晴 (5) 3m20 玉井　遼 (5) 3m16 地良田　汰吉 (5) 3m07
附属坂出 +0.6 比地 +2.2 常磐 -0.2 上高瀬 +0.7 高室 +1.4 仁尾 +0.1 附属坂出 +0.1 檀紙 +2.2 

男子小学校６年 5/25 走幅跳 布施　壮麻 (6) 4m51 山本　育歩 (6) 4m48 加納　創太 (6) 4m44 碓井　翔晴 (6) 4m29 酒井　琳太郎 (6) 4m14 村尾　透和 (6) 3m98 髙橋　友春 (6) 3m89 大西　亮暉 (6) 3m86
香川RTJ +1.1 仁尾 -0.2 讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ +0.2 古高松南 +2.4 附属坂出 +1.6 讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ +0.9 常磐 -0.6 観音寺 +0.8 

男子小学校５年 5/25 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 中田　悠太 (5)  42m81 猪熊　馨 (5)  40m71 玉井　遼 (5)  39m46 長谷川  獅瞳 (5)  38m98 阿部　倖大 (5)  37m16 三谷　蓮 (5)  34m94 山下　桜汰 (5)  33m57 亀山　啓吾 (5)  30m28
観音寺 附属坂出 附属坂出 上高瀬 比地 大野原 詫間 檀紙

男子小学校６年 5/25 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 碓井　翔晴 (6)  48m67 白川　遥琉 (6)  47m26 村尾　透和 (6)  47m12 荻田　拓実 (6)  45m39 高橋　快吏 (6)  43m82 好川　一生 (6)  41m72 川田　航誠 (6)  41m41 合場　壮 (6)  39m80
古高松南 比地 讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ 詫間 大野原 柞田 宇多津 飯山南

男子小学校 5/25 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 岩田　優人 (6)  1678 安藤　寛人 (6)  1639 鴨田　貴明 (6)  1631 平尾  駿太 (6)  1477 成行　優斗 (6)  1294 池　修太 (6)  1180 ｲｸﾞﾋﾞﾆﾜﾚ　ｼﾞｮｴﾙ (6)  1173 三田　翔輝 (6)  1126
詫間 詫間 上高瀬 麻 上高瀬 柞田 宇多津 詫間
14.77/ 0.0-1m15 15.00/ 0.0-1m15 15.05/ 0.0-1m15 15.61/ 0.0-1m10 17.02/ 0.0-1m15 27.38/ 0.0-1m34 DQ/-1m42 18.00/ 0.0-1m15

男子小学校 5/25 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 碓井　翔晴 (6)  2024 村尾　透和 (6)  1905 布施　壮麻 (6)  1822 加納　創太 (6)  1786 川田　航誠 (6)  1744 酒井　琳太郎 (6)  1727 白川　遥琉 (6)  1720 髙橋　友春 (6)  1697
古高松南  *C2 讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ 香川RTJ 讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ 宇多津 附属坂出 比地 常磐
4m29/+2.4-48m67 3m98/+0.9-47m12 4m51/+1.1-35m76 4m44/+0.2-34m91 3m82/+1.2-41m41 4m14/+1.6-36m11 3m31/+1.8-47m26 3m89/-0.6-38m11

80mH-走高跳

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ
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第３５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 2019年5月25日(土)
決勝一覧表

Pikaraスタジアム                      

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子小学校５年 5/25 １００ｍ 武藤　心温 (5) 14.68 柏原　優咲世 (5) 14.91 新延　愛子 (5) 14.96 宮崎　璃音 (5) 15.02 安藤　涼々香 (5) 15.13 小西　泉 (5) 15.16 畑中　優利 (5) 15.22 尾崎　結菜 (5) 15.25

観音寺 -0.1 古高松南 -0.1 吉津 -0.1 大野原 -0.1 宇多津 -0.1 古高松南 +1.1 詫間 -0.1 観音寺 -0.1 
女子小学校６年 5/25 １００ｍ 東　花織 (6) 14.42 島田　恋 (6) 14.57 桑島　萌那 (6) 14.65 藤田　美羽 (6) 14.65 梶原  望葵 (6) 14.66 田尾　望夢 (6) 15.02 西川　理夢 (6) 15.03 河内　さくら (6) 15.15

観音寺 +1.8 古高松南 +1.8 林 -0.3 大野原 +1.8 麻 +1.8 仁尾 +3.6 柞田 -0.3 詫間 +1.8 
女子小学校５年 5/25 ８０ｍＨ 藤川　愛菜 (5) 15.99 石井　天和 (5) 16.43 遠山　夏梛 (5) 17.90 斎藤　朱里 (5) 18.53 真鍋　心 (5) 18.83 近藤　沙羽 (5) 18.93 松下　苺花 (5) 19.23 篠原　萌生 (5) 20.15

大野原 -0.1 比地 +0.8 観音寺 +0.8 常磐 -0.1 高室 +0.8 檀紙 +0.8 仁尾 -0.1 常磐 -0.1 
女子小学校６年 5/25 ８０ｍＨ 伊藤　綾音 (6) 13.91 森島　心咲 (6) 14.41 松本　春咲 (6) 14.90 秋山　遥香 (6) 15.64 金子　稀星 (6) 15.66 大久保　香穂 (6) 15.92 澤紙　愛果 (6) 16.13 大西  杏依 (6) 16.46

柞田 +1.3 讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ +1.3 常磐 +1.3 柞田 +0.8 常磐 +1.3 観音寺 +1.3 柞田 +1.3 麻 +1.3 
女子小学校５年 5/25 走高跳 松下　苺花 (5) 1m10 高橋　知那 (5) 1m05 高橋　南帆 (5) 1m05 篠原　萌生 (5) 1m00

仁尾 柞田 柞田 常磐

藤川　愛菜 (5) 山根　優月 (5) 山下　望亜 (5)

大野原 柞田 常磐

斎藤　朱里 (5)

常磐

女子小学校６年 5/25 走高跳 森島　心咲 (6) 1m27 澤紙　愛果 (6) 1m24 秋山　遥香 (6) 1m24 池本　日鞠 (6) 1m21 渡邉　碧海 (6) 1m10
讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ 柞田 柞田 檀紙 飯山南

伊藤　綾音 (6) 大西  杏依 (6)

柞田 麻

小野　心咲 (6)

上高瀬

長野　慧璃座 (6)

常磐

大久保　香穂 (6)

観音寺

長谷川　絢香 (6)

仁尾
女子小学校５年 5/25 走幅跳 荒木　羚花 (5) 3m31 請川　遥菜 (5) 3m30 湯川　真凛 (5) 3m28 德永　采桜 (5) 3m26 牧　陽花 (5) 3m07 吉田　華 (5) 2m94 森　麻衣果 (5) 2m93 石崎　美結 (5) 2m91

柞田 -1.3 柞田 -2.6 附属坂出 -1.2 観音寺 -0.1 檀紙 -0.1 附属坂出 -1.4 二ノ宮 -1.3 檀紙 -1.9 
女子小学校６年 5/25 走幅跳 美濃　杏莉 (6) 3m96 高橋　美妃 (6) 3m80 井関　文月 (6) 3m75 津谷　向日葵 (6) 3m66 藤本　青生 (6) 3m46 二宮　美空 (6) 3m44 合田　美結 (6) 3m35 多田　望紘 (6) 3m29

讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ -0.5 柞田  0.0 大野 -0.7 宇多津 -1.2 檀紙  0.0 檀紙 -0.4 大野原 -0.5 大見 -1.7 
女子小学校５年 5/25 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 堀上　美月 (5)  30m00 湯川　真凛 (5)  23m80 吉田　華 (5)  23m63 白川  陽埜 (5)  19m06 近藤　咲来子 (5)  18m46 髙木　恵実 (5)  18m33 大石　笑瑚 (5)  17m44 藤川　結衣 (5)  17m30

檀紙 附属坂出 附属坂出 麻 観音寺 飯山南 麻 附属坂出

女子小学校６年 5/25 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 二宮　美空 (6)  38m21 安藤　舞季 (6)  31m81 高橋　美妃 (6)  30m95 井関　文月 (6)  30m29 美濃　杏莉 (6)  30m04 室伏　珠利 (6)  28m35 林　愛羽 (6)  27m81 栗本　依澄 (6)  27m29
檀紙 附属坂出 柞田 大野 讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ 附属坂出 檀紙 宇多津

女子小学校 5/25 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 伊藤　綾音 (6)  1894 森島　心咲 (6)  1878 秋山　遥香 (6)  1634 松本　春咲 (6)  1598 澤紙　愛果 (6)  1550 金子　稀星 (6)  1468 大久保　香穂 (6)  1424 藤川　愛菜 (5)  1412
柞田 讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ 柞田 常磐 柞田 常磐 観音寺 大野原

13.91/+1.3-1m21 14.41/+1.3-1m27 15.64/+0.8-1m24 14.90/+1.3-1m10 16.13/+1.3-1m24 15.66/+1.3-1m10 15.92/+1.3-1m10 15.99/-0.1-1m10

女子小学校 5/25 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 二宮　美空 (6)  1572 美濃　杏莉 (6)  1552 高橋　美妃 (6)  1526 井関　文月 (6)  1498 室伏　珠利 (6)  1294 安藤　舞季 (6)  1260 湯川　真凛 (5)  1235 合田　美結 (6)  1140
檀紙 讃岐っ子ｸﾗﾌﾞ 柞田 大野 附属坂出 附属坂出 附属坂出 大野原

3m44/-0.4-38m21 3m96/-0.5-30m04 3m80/ 0.0-30m95 3m75/-0.7-30m29 3m16/-0.3-28m35 2m79/-1.8-31m81 3m28/-1.2-23m80 3m35/-0.5-18m16

男女混合小学校 5/25 ４×１００ｍ 柞田Ａ 54.13 大野原Ａ 56.49 麻Ａ 57.46 観音寺Ｄ 57.53 観音寺Ａ 57.62 詫間Ａ 57.68 宇多津Ａ 58.14 比地Ａ 58.32
  澤紙　愛果 (6)   大山　さくら (6)   大西  杏依 (6)   武藤　心温 (5)   石山　萌由 (6)   渡邉　由果 (6)   条樂　和空 (6)   岡田　結衣 (6)
  宮野　晄雅 (6)   大久保　優心 (6)   梶原  望葵 (6)   宮武　壱心 (5)   大西　亮暉 (6)   岡田　勝胤 (6)   山地　沙耶 (6)   堤　勇人 (6)
  松井　拓望 (6)   藤田　美羽 (6)   寺要  幸明 (6)   尾崎　結菜 (5)   鴨田　尚典 (6)   河内　さくら (6)   津谷　向日葵 (6)   細川　杏奈 (6)
  伊藤　綾音 (6)   大山　遥光 (6)   平尾  駿太 (6)   中田　悠太 (5)   東　花織 (6)   岩田　優人 (6)   西口　晴 (6)   道下　大輔 (6)

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

80mH-走高跳


