
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 太田 田中　宏弥 中條　晋太郎 法村　一輝 マリン　来莉 59.72 1 弦打 松谷　侑奈 小西　雅 別枝　莉緒 髙木　絹乃  1:02.18

2 三渓 明神　蓮 城武　快和 中川　怜雄 松岡　大成  1:00.27 2 太田南 野口　日咲乃 本多　莉子 津田　楓 田淵　陽莉  1:02.40

3 高松第一 香西　伴祐 木村　安慈 畠山　大輝 堀　倫乗  1:00.76 3 古高松南 木村　芽生 出井　絢野 篠原　和華 稲田　心々菜  1:02.42

4 大野 石田　琉斗 長尾　奏諒 中尾　健琉 香西　蓮斗  1:00.79 4 下笠居 柳谷　結奈 松前　茉絢 溝川　寿 吉川　莉央  1:02.95

5 古高松 横山　莉久 香川　琉生 藤岡　京太郎 北野　煌晟  1:00.94 5 牟礼北 伊藤　寧音 山畑　花乃子 松原　希蒼 平田　さや  1:03.49

6 一宮 羽田　凜音 鴨部　透真 山﨑　颯斗 飯間　一景  1:00.97 6 国分寺北部 藤根　鼓陽 濵元　千空 古味　穂乃花 上原　美咲  1:03.57

7 高松中央 松原　健悟 爲定　晃大 香川　藍希 林　浩大  1:01.04 7 新番丁 三谷　音々椛 北島　美緒 川野　結香 三好　真理恵  1:03.58

8 弦打 井口　友翔 内久保　琉翔 尾坂　理人 山崎　楓馬  1:01.12 8 鬼無 高瀬　陽理 出村　歩奈美 石原　芽依 山本　凜  1:03.71

9 木太北部 川西　爽太 池上　奏汰 大野　暖仁 上田　健太  1:01.16 9 川東 佐藤　結 小比賀　徠未 藤村　美晴 桒嶋　琉夢  1:03.74

10 下笠居 友澤　生祷 地下　大智 山口　航 松本　大河  1:01.19 10 仏生山 岡田　柚月 吉原　弓結 髙橋　咲南 山本　あいり  1:03.75

11 木太南 田村　壮甫 藤原　光煌 仙名　真紘 八幡　祐太  1:01.22 11 国分寺南部 岡　柚希 河田　心温 山下　莉子 沖川　咲  1:03.76

12 前田 入谷　晃生 蓮井　皇成 松沢　十斗 横井　宝  1:01.31 12 附属高松 喜多　結彩 原田　さくら 野口　倫央 穴田　美紗  1:03.90

13 浅野 橋本　瑛太 饗庭　正徳 富久　煌雅 阿比留　彪我  1:01.58 13 太田 寺岡　紗耶 杉田　結 平林　由衣 萬　彩心  1:04.23

14 川東 鎌田　都羽 低田　来芽 久保　勇輝 三瀬　景登  1:01.70 14 川添 兵藤　ちひろ 髙國　紗那 松本　愛衣 釜野　真桜  1:04.23

15 国分寺南部 原岡　志暢 瀧岡　稀代 西坂　遥也 大捕　隼斗  1:01.80 15 川島 村尾　芽泉 井本　莉奈 田口　芽依 岸上　ひより  1:04.30

16 栗林 岸　葵生 津村　慶次朗 藤井　翔太 林　朋樹  1:01.87 16 香南 古味　怜奈 藤村　羽優 千葉　麻夕　 三宅　愛華  1:04.30

17 林 藤原　叶多 平星　颯真 坂本　陽紀 岡　莉玖斗  1:01.94 17 円座 片田　琉夏 尾上　鈴奈 滝本　希空 有澤　心美  1:04.37

18 古高松南 大西　玄悟 橋本　智広 天弘　慶心 佃　愛翔  1:02.03 18 高松中央 神坂　実穂 黒島　光容莉 砂井　柚希 金川　有咲  1:04.46

19 屋島 北村　旬 池畑　旺輝 吉田　友也 芳地　遥守  1:02.20 19 三渓 矢葺　朋花 十河　茜 池原　こはく 川松　紗耶  1:04.48

20 多肥 安西　瑛飛 原渕　桜惇 加藤　圭一郎 柳生　岳玖  1:02.32 20 亀阜 豊嶋　実咲 金子　奈央 溝渕　環 岡内　碧美  1:04.56
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1 古高松南 加美　汰樹 瀬尾　敬士 山中　蒼士 鈴木　琢也 54.99 1 屋島西 玉垣　快 久保　和葉 森　絵理夏 泉本　未来 58.56

2 十河 藤澤　侑生 門田　煌月 山中　優 山下　隼汰 55.40 2 古高松南 柏原　優咲世 小西　泉 車　心愛 黒木　優里 58.81

3 仏生山 佐次　佑樹 服部　悠人 水本　玲郎 斉藤　樹吹 55.40 3 木太南 吉田　桃 大林　美祐 古川　真央 寺師　謡 59.36

4 国分寺北部 三好　弘佐 山畑　栞大 清野　悠真 大西　慧來 55.91 4 新番丁 大久保　芽依 中谷　友美 安堵　清香 岩田　彩愛 59.39

5 古高松 森本　壮太 久米　一颯 多田　琉惺 横山　蒼空 56.07 5 太田 中原　貴結 山岡　千莉 石浦　美玖 上井　彩希 59.46

6 弦打 泉　翔太 中繁　虎大 岡田　コウ 三谷　陸人 56.15 6 十河 前場　柚花 庄司　光那 目黒　塔子 谷本　結菜 59.60

7 新番丁 古市　滉 深谷　咲太郎 中濱　憲二郎 西本　想来 56.33 7 円座 岩瀬　美桜 福田　樹里 好井　凜 団上　真央　 59.84

8 木太北部 多田羅　暖人 武田　凜一 国本　泰成 蒲生　響典 56.90 8 高松中央 北山　明莉 林　　萌夏 西岡　海來 脇　奈々花 59.95

9 林 藤本　湧斗 櫛橋　篤郎 山下　斗慎 井上　恵太 57.30 9 太田南 小川　唯夏 田尾　娃来 林　花音 田井　あづみ  1:00.17

10 三渓 太柳元　琉生 岡内　凌大 上原　心 大久保　羽琉 57.39 10 檀紙 本間　明希 佐々木　唯愛 宮下　音彩　 札野　百花  1:00.33

11 屋島西 谷澤　佑汰 山﨑　琉司 恩村　侑希 田村　侑大 57.50 11 三渓 大西　芽生 大野　悠愛 入船　玲実 伊藤　白羽  1:00.40

12 太田 原　一翔 村上　大和 藤田　桜槍 佐藤　遼 57.51 12 栗林 梶原　あられ 矢木　結衣 和田　美桜 福家　綾夏  1:00.42

13 檀紙 白川　悠真 溝渕　凜太朗 川端　佑弥 安部　朔翔 57.53 13 多肥 池田　瑞希 花崎　凜 法常　真結 安西　琉夏  1:00.44

14 亀阜 髙橋　瑠偉 三好　貫太 原　大青 藤川　慎也 57.76 14 高松第一 妹尾　姫莉 中瀬　心優 多田　莉徠 石原　望  1:00.44

15 牟礼北 天野　優也 石野　陽都 浮田　悠史 中原　悠希 57.85 15 香南 細井　優珠 谷川　愛々 寒川　茉歩 久保　由希  1:00.46

16 多肥 大平　廉太郎 大平　琉斗 宮地　遼平 黒川　蓮翔 57.91 16 香西 中尾　愛唯 上藤　初音 工藤　叶彩 山口　侑莉  1:00.53

17 附属高松 古澤　　健 德倉　海都 浄土　泰正 安野　凜功 58.35 17 林 山下　寧々 田邉　心美 森田　未唯菜 白川　美優  1:00.61

18 国分寺南部 高木　陸来 佐々木　駿吏 三宅　勇輝 朝倉　優磨 58.58 18 古高松 土岐　帆波 尾中　美咲 古杉　友梨耶 高原　彩音  1:00.77

19 一宮 真島　一輝 淺井　風芽 増田　壮志 山下　蒼士 58.62 19 川東 松本　晏奈 小比賀　知里 鎌田　詩央 大西　彩音  1:00.90

20 川島 野﨑　誉稀 森本　健輝 溝渕　陽人 宮本　温大 58.73 20 一宮 中村　蒼空 末本　彩椰 菅　苺羽 川染　煌姫　  1:01.02
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