
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 国分寺南部 松本　蒼志 穴吹　悠人 紺田　優介 稲盛　拓真 57.07 大会新記録 1 浅野 三好　望心 谷川　琳 太田　樹里 太田　羽美  1:01.80

2 屋島 谷口　隼敏 藤澤　友大 木村　亮介 松内　優季 58.77 2 新番丁 小川　千遙 十河　詩帆 橋本　奈実 安井　夢叶  1:01.97

3 太田 吉永　樹 黒川　翔吾 山下　修吾 三野　龍平 58.83 3 円座 藤澤　沙耶佳 迫田　優月 牛野　日香 日笠　楓  1:02.00

4 川東 真鍋　太一 喜多　倖希 大山　恵士朗 安西　恒靖 58.91 4 高松第一 吉武　なづ菜 東原　千賀 久保田　心聖 髙原　碧  1:02.46

5 附属高松 太田　旭紀 大谷　颯 白井　駿介 土井　貴弘 59.01 5 大野 井関　文月 青木　侑愛 黒川　琉香 松本　葵羽  1:02.79

6 新番丁 長田　陸功 藤村　優太 小川　貴聖 山根　識結 59.08 6 下笠居 塩谷　紗季 地下　結奈 内藤　彩音 村田　悠  1:02.82

7 古高松南 碓井　翔晴 小林　蒼希 西川　碧央 伏見　拓海 59.45 7 栗林 古小路　紫音 美濃　杏莉 田村　知杏凪 白賀　理子  1:02.85

8 栗林 正木　晴 藤原　佳祐 船田　泰佑 河野　伊吹 59.69 8 古高松南 安友　美鈴 倉橋　亜海 小原　朋那 島田　恋  1:02.99

9 屋島西 荒井　快斗 尾藤　陽仁 眞嶋　勇颯 大江　謙信  1:00.39 9 牟礼北 平田　ありさ 細川　莉花 太田　稟子 矢野　はづき  1:03.02

10 林 山本　奏 井原　圭樹 大西　瑚生 髙須　晴渡  1:00.77 10 一宮 林　緋乃 溝渕　加奈 山本　望央 池田　楓菜  1:03.16

11 高松中央 野村　悠牙 佐久間　晴己 加納　創太 西尾　徠軌  1:00.92 11 太田 吉田　有弥恵 石川　美羽 山野　葉月 鍵山　みはる  1:03.19

12 木太 井川　蓮士 酒井　祐治 竹上　大翔 藤本　翔馬  1:00.96 12 十河 山本　愛真 片山　空夏 平野　千彩 村上　音彩  1:03.22

13 牟礼 森岡　義人 片岡　涼 黒石　空 幸野　愛永  1:01.12 13 牟礼 山田　海南美 村川　心優 姫野　櫻 福場　七海  1:03.37

14 香西 網本　虎大郎 岡橋　萩盛 池下　遼真 柴村　庵利  1:01.16 14 三渓 木村　真子 天田　江梨花 北山　愛実 山野　碧心  1:03.65

15 仏生山 吉井　柊馳 井原　晴人 細谷　厚志 片岡　翔太朗  1:01.16 15 高松中央 四宮　衣織 上原　理沙子 徳山　心彩 乃上　美心  1:03.68

16 三渓 齋藤　晴希 川﨑　力 山根　明樹 橋川　璃玖  1:01.23 16 木太南 植田　沙那 吉田　玲奈 中須賀　優伽 平山　里菜美  1:03.77

17 古高松 大谷　龍之介 松嶋　竜輝 小原　悠人 大西　陸斗  1:01.30 17 川岡 川田　ここな 山田　菜和 豊島　和 大村　麻緒  1:03.87

18 弦打 松谷　恢輝 ウィリー　理音 小林　柑太 安賀　義晃  1:01.54 18 弦打 岡本　來摘 香川　愛奈 滝口　愛生 西谷　こはる  1:03.90

19 檀紙 谷口　礼央斗 寺岡　色 中谷　賢 山田　稜  1:01.64 19 林 髙原　佐和 桑島　萌那 德田　悠乃 淀谷　希  1:03.90

20 川岡 藤井　龍之介 石川　海翔 三谷　大輝 鎌田　太陽  1:01.65 20 川島 谷村　心海 十河　華渚乃 國方　美月 小川　愛奈  1:03.97

6年 男子 6年 女子

順位 学校名 記録 備考 順位 学校名 記録 備考

1 鬼無 川根　尚悟 藤川　諒大 川畑　裕平 兀塚　蓮 54.10 1 古高松南 金高　生幸 永井　杏奈 奈良　英恵 河西　とあ 56.76 大会新記録

2 林 櫛橋　孝生 出石　登貴 立花　祐貴 宮本　圭翔 54.48 2 太田 八木　美仁加 岸　菜月 十河　凛 辻村　希 58.39

3 十河 清水　朱翔 福家　来翔 吉田　慎平 笠井　敦司 54.97 3 木太北部 岡﨑　莉子 吉田　真唯 西村　美桜 白根　璃子 58.62

4 川東 瀧　唯人 甲斐　士童 鷹嘴　蒼空 岡原　僚哉 55.14 4 太田南 前田　桃香 村岡　彩花 烏谷　理希 森　珠友佳 58.67

5 屋島 岡林　将登 山本　光色 小河　舜 近藤　夏明 55.36 5 高松第一 川原　舞花 藤本　和胡 安野　胡杏 池内　瑞季 59.05

6 国分寺南部 小原　琥燈 國島　来夢 瀧岡　心粋 井関　晄輔 55.38 6 檀紙 香川　深由梨 山下　遥奈 市原　有花 池西　麗蘭 59.36

7 屋島西 植松　琉威 矢野　統瑚 若本　琉惺 河北　知哉 55.58 7 高松中央 濱田　来未 松浦　万結子 森　優花 荒川　華怜 59.49

8 三渓 伊藤　暖人 大久保　彩叶 加藤　悠聖 高木　凌我 55.78 8 国分寺北部 藤根　祈星 池田　美優 岩田　紗弥 末澤　琉衣  1:00.00

9 川岡 小泉　晴輝 野崎　壱成 谷本　悠真 谷本　硯 55.95 9 屋島 泉　そら 木村　孔瞳 中村　心美 原田　真宝  1:00.02

10 木太北部 岸本　都夢 木田　恭輔 十河　柊人 齋藤　健司 56.19 10 国分寺南部 古川　靖奈 好永　暖渚 木下　萌々香 有住　莉歩  1:00.24

11 新番丁 竹﨑　潤 糸谷　偉織 三谷　崇真 三好  春樹 56.30 11 鬼無 西浦　小桜 川口　紗季 天雲　海真珠 片岡　明日香  1:00.29

12 円座 伊賀　玲 北村　駿芽 中平　蹴斗 久保　佑真 56.34 12 木太南 宮井　杏海 藤尾　碧葉 小林　真菜 唐渡　礼生奈  1:00.29

13 高松第一 眞部　勇翔 佐藤　昊 角田　侑介 松岡　賢心 56.36 13 円座 柳生　玲奈 宮宇地　加奈 植原　成海 母倉　美海  1:00.32

14 古高松南 川股　悠生 香川　耀太 坂井　太陽 梅本　翔英 56.67 14 牟礼 菜切　麻央 多田　芽依 佐々木　柚嘉 三瀬　絢菜  1:00.38

15 太田 矢野　尊己 渡辺　大智 多田　守生 加藤　優武 57.01 15 仏生山 藤澤　七海 前田　せと 河野　未羽 平田　葵  1:00.41

16 附属高松 富永　凌功 田村　一成 粟飯原　壱成 松中　康浩 57.13 16 川島 淀谷　桜子 小林　桃幸 正木　華 池内　琴音  1:00.42

17 庵治 岡　春希 平井　楓人 久保　星 白藤　翔 57.13 17 新番丁 岩田　愛梨 勝田　実莉 衣川 ひなた 橋本　英実  1:00.45

18 栗林 大屋鋪　燈矢 塚原　采矢人 田邉　春樹 坂口　太一 57.24 18 花園 石川　梨紅 平田　明日香 久保　小雪 安野　世莉  1:00.65

19 木太 赤岩　雅空 俟野　颯希 中山　晴矢 森田　一輝 57.46 19 香西 阿武　統子 岩川　和永 松本　紗和 中尾　愛菜  1:00.77

20 大野 田村　和大 佃　侑樹 中筋　歩 梶浦　翔馬 57.68 20 屋島西 小野川　紅 清原　純音 木村　美虹 國方　彩羽  1:00.99
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