
5年 男子 5年 女子

順位 学校名 記録 備考 順位 学校名 記録 備考

1 十河 藤澤　侑生 門田　煌月 山中　優 山下　隼汰 58.65 1 木太南 寺師　謡 大林　美祐 武内　ことは 小出　結華  1:00.03 大会新記録

2 弦打 佐藤　魁星 中繁　虎大 岡田　コウ 三谷　陸人 58.87 2 香西 中尾　愛唯 山口　侑莉 山口　奈々 上藤　初音  1:01.33

3 国分寺北部 池田　省吾 三好　弘佐 松坂　尚樹 大西　慧來 59.01 3 円座 白石  空 福田  樹里 好井  凜 岩瀬  美桜  1:01.71

4 古高松 藤田　康助 森本　壮太 多田　琉惺 横山　蒼空 59.21 4 新番丁 岩田　彩愛 中谷　友美 安堵　清香 大久保　芽依  1:01.75

5 仏生山 佐次　佑樹 服部　悠人 森　悠真 川西　哲平 59.35 5 三渓 大西　芽生 入船　玲実 大野　悠愛 伊藤　白羽  1:01.85

6 古高松南 太田　陽暖 瀬尾　敬士 鈴木　琢也 山中　蒼士 59.54 6 十河 目黒　塔子 庄司　光那 鹿庭　樹唯 谷本　結菜  1:01.89

7 多肥 大平　琉斗 宮地　遼平 原渕　遼太郎 修理　快逞  1:00.07 7 古高松南 車　心愛 黒木　優里 稲毛　優奈 小西　泉  1:01.90

8 木太北部 十河　陽人 武田　凜一 佐々木　理浩 多田羅　暖人  1:00.24 8 屋島西 森　絵理夏 久保　和葉 玉垣　快 泉本　未来  1:01.98

9 林 藤本　湧斗 櫛橋　篤郞 井手　雄大 山下　斗慎  1:00.69 9 檀紙 本間　明希 佐々木　唯愛 宮下　音彩　 札野　百花  1:02.01

10 高松中央 中塚　奏太 森　大祐 浅野　陽亮 原田　潤  1:00.72 10 川東 小比賀　知里 大西　彩音 岡原　朱里 松本　晏奈  1:02.23

11 太田南 森　一真 松井　達郎 宮西　剛琉 中島　大晴  1:00.82 11 太田 中原　貴結 石浦　美玖 大内　結衣 上井　彩希  1:02.43

12 牟礼南 西田　惺 小嶋　羚臣 牟禮　楓莉 古川　大智  1:00.82 12 国分寺北部 末澤　萌唯 増田　菜花 濵元　彩生 間嶋　奈穂  1:02.45

13 新番丁 石田　剛 中濱　憲二郎 玉岡　琥太郎 西本　想来  1:00.91 13 附属高松 河野　蒼生 髙橋　美智子 工藤　舞 三谷　莉菜  1:02.50

14 高松第一 北川　琉煌 朝倉　蒼介 川原　悠誠 氏家　功太郎  1:01.38 14 高松第一 多田　莉徠 太田　瑚々 尾﨑　美奏 中瀬　心優  1:02.86

15 大野 佐野　楓叶　 松原　琉翔 二川　瑛智 佃　和篤  1:01.51 15 木太 嘉代　美羽 間島　ちひろ 松原　緋音 山下　ひより  1:03.05

16 国分寺南部 三宅　勇輝 佐々木　駿吏 小原　愛緒 髙木　陸来  1:01.51 16 太田南 山本　侑奈 田尾　娃来 林　花音 小川　唯夏  1:03.09

17 浅野 長谷　琉生 桒島　明渡 竹内　結城 三好　星ノ介  1:01.70 17 牟礼南 赤澤　妃雪 古川　琴音 伊牟田　桃菜 大下　ひなた  1:03.10

18 附属高松 吉川　巧人 金村　龍之介 浄土　泰正 德倉　海都  1:01.73 18 木太北部 伊藤　綾香 三木　寧々 瀬尾　真良 溝渕　瑚子  1:03.19

19 三渓 畠山　竜 川井　稜牙 大久保　羽琉 太柳元　琉生  1:01.87 19 古高松 土岐　帆波 尾中　美咲 岡本　千津香 高原　彩音  1:03.27

20 亀阜 高橋　瑠偉 三好　貫太 長町　聡一郎 森下　航平  1:01.89 20 川島 池内　凜汐 橋本　優愛 毛利　七瀬 柴原　希妃  1:03.47
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1 川東 島村　完治 喜多　倖希 大山　恵士朗 安西　恒靖 53.63 1 栗林 古小路　紫音 大塚　向日葵 田村　知杏凪 美濃　杏莉 57.99

2 国分寺南部 日野　祐成 穴吹　悠人 紺田　優介 稲盛　拓真 54.64 2 浅野 三好　望心 谷川　琳 太田　樹里 太田　羽美 58.81

3 林 関　遼佑 井原　圭樹 秦　侑希 髙須　晴渡 55.19 3 牟礼 山田　海南美 村川　心優 川西　真央 姫野　櫻 59.01

4 太田 三野　龍平 黒川　翔吾 政宗　禪心 福家　悠斗 55.24 4 円座 藤澤　沙耶佳 迫田　優月 牛野　日香 日笠　楓 59.24

5 栗林 正木　晴 吉岡　貴海 藤原　佳祐 河野　伊吹 55.31 5 高松第一 吉武　なづ菜 東原　千賀 久保田　心聖 髙原　碧 59.45

6 多肥 髙橋　寿翔 太田　湊斗 広川　真大 兵藤　日向 55.51 6 古高松南 湊川　愛理 平井　日那 倉橋　亜海 島田　恋 59.49

7 鬼無 八重　勝信 谷川　隆成 重成　渓人 遠藤　蒼空 55.54 7 三渓 木村　真子 天田　江梨花 北山　愛実 山野　碧心 59.85

8 屋島 和泉　玲音 松内　優季 木村　亮介 藤澤　友大 55.59 8 一宮 溝渕　加奈 池田　楓菜 速水　美宝 林　緋乃 59.85

9 高松中央 山地  孝明 白井　優翔 加納  創太 西尾　徠軌 55.77 9 屋島東 今村　咲姫 村上　望亜 有村　梨 紅粉谷　楓  1:00.14

10 檀紙 山下　陽矢 吉本　健介 山口　凌正 中谷　賢 56.16 10 仏生山 白川　柚希 西岡　優夏 梅谷　美咲妃 佐藤　百奈  1:00.51

11 香西 布施　壮麻 池下　遼真 松村　優樹 柴村　庵利 56.25 11 林 髙原　佐和 桑島　萌那 德田　悠乃 前田　千尋  1:00.52

12 円座 宇喜多　朝陽 橘  朋宏 矢野　湧大 椛島　日向 56.72 12 木太 國本　紗矢 神内　真麻 濱浦　理桜　 重森　乃愛  1:00.57

13 大野 増田　匠吾 井頭　拓海 岡内　大悟 山本　昊良 　 56.78 13 鬼無 山田　実優 片桐　心優 横井　栞奈 山地　結菜  1:00.65

14 国分寺北部 六車　悠成 上原　優希 勢井　智也 細谷　圭吾 56.86 14 太田 山本　佳凛 吉田　有弥恵 石川　美羽 吉賀　璃音  1:00.77

15 弦打 松谷　恢輝 安賀　義晃 ウィリー　理音 浦川　愁都 56.87 15 高松中央 四宮　衣織 髙田　穂乃果 上原  理沙子 乃上　美心  1:00.88

16 木太 井川　蓮士 酒井　祐治 平井　佑真 藤本　翔馬 56.88 16 木太南 越智　倖歩 植田　沙那 八田　美優 平山　里菜美  1:00.89

17 新番丁 藤村　優太 中村　優太 大久保　慶汰 山根　識結 56.98 17 川岡 豊島　和 川田　ここな 大村　麻緒 山田　菜和  1:00.92

18 三渓 齋藤　晴希 川﨑　力 小畠　治馬 橋川　璃玖 57.17 18 牟礼北 平田　ありさ 太田　稟子 西村　咲希 矢野　はづき  1:00.96

19 太田南 柳川　陽翔 南　琉壱 十川　都和 七瀬　駿輝 57.34 19 国分寺南部 北田　恭子 岡田　柚子 亀井　雪乃 尾家　栞南  1:01.04

20 高松第一 寺嶋　瑛琉 井上　晄太郎 多田　蓮梧 森野　直 57.34 20 大野 井関　文月 井頭　七海 青木　侑愛 黒川　琉香  1:01.05
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