
順位 学 校 名 記　録 備 考 順位 学 校 名 記　録 備 考

1 鬼無 藤川　諒大 川根　尚悟 松下　幸太郎 兀塚　蓮 59.24 1 太田南 岡　柚希 烏谷　理希 前田　桃香 村岡　彩花  1:01.08

2 川岡 谷本　硯 松田　幸樹 谷本　悠真 栁倉　未來 59.59 2 古高松南 金髙　生幸 奈良　英恵 河西　とあ 永井　杏奈  1:01.24

3 栗林 田邉　春樹 北井　塁 佐々木　昊也 坂口　太一 59.67 3 太田 岸　菜月 松本　美咲 十河　凛 八木　美仁加  1:01.97

4 新番丁 三好　春樹 糸谷　偉織 谷川　康佑 三谷　崇真 59.71 4 栗林 矢本　凛夏 真弓　遥香 小川　ペネロピ 中村　千代  1:02.28

5 古高松南 香川　耀太 玉田　来稔 梅本　翔英 川股　悠生  1:00.01 5 香西 山口　珠侑 松本　紗和 阿武　統子 新西　美羽  1:02.30

6 十河 清水　朱翔 高坂　心之祐 吉田　慎平 笠井　敦司  1:00.08 6 檀紙 山下　遥奈 香川　深由梨 市原　有花 池西　麗蘭  1:02.55

7 三渓 伊藤　暖人 高木　凌我 田中　我龍 大久保　彩叶  1:00.27 7 新番丁 橋本　英実 衣川　ひなた 岩田　愛梨 千葉　幸永  1:02.85

8 太田南 添木　優斗 德田　一輝 高橋　尚大 吉岡　蒼翔  1:00.29 8 高松中央 濱田　来未 平井　琶子 原田　叶夢 森　優花  1:03.32

9 亀阜 小川　和澄 天野　太陽 貞廣　孝太郎 織田　啓太  1:00.33 9 仏生山 前田　せと 平田　葵 藤澤　七海 河野　未羽  1:03.43

10 国分寺南部 國島　来夢 小原　琥燈 瀧岡　心粋 島　　獅音  1:00.34 10 国分寺南部 好永　暖渚 宮﨑　ゆい 木下　萌々香 古川　靖奈  1:03.46

11 屋島西 河北　知哉 植松　琉威 矢野　統瑚 若本　琉惺  1:00.38 11 鬼無 川口　紗季 波多　実莉 桃田　有 天雲　海真珠  1:03.47

12 川添 太田　爽晴 兵藤　壮佑 加藤　陸登 土井　悠生  1:00.76 12 国分寺北部 藤根　祈星 岩田　紗弥 池田　美優 末澤　琉衣  1:03.55

13 多肥 杖池　孝太 竹本　潤平 小比賀　一心 黒川　健士朗  1:00.78 13 浅野 三好　彩心 黒川　夏生 蓮井　絢菜 長尾　楓歩  1:03.60

14 木太北部 岸本　都夢 十河　柊斗 木田　恭輔 齋藤　健司  1:01.02 14 亀阜 塩崎　真子 苅田　真希 藤田　未来 林　悠里亜  1:03.64

15 檀紙 川端　拓海 西山　　律 原　　拓海 矢口　瑛稀  1:01.21 15 一宮 宮谷　穂奈美 森田　帆奈美 高田　明依妥 小西　澄佳  1:03.78

16 円座 北村　駿芽 小国　春輝 森　海翔 伊賀　玲  1:01.35 16 川添 山下　優美 木村　心愛 松井　彩華 児嶋　花奈  1:03.81

17 前田 渡邉　慎 中村　大和 梅林　龍弥 山地　陽駈  1:01.43 17 多肥 宮本　希瑞 木村　愛花 海部　愛心 木村　温花  1:03.89

18 浅野 星野　滉成 長岡　真生 戸城　大輝 佐古　珠雅  1:01.51 18 円座 宮宇地　加奈 母倉　美海 柳生　玲奈 植原　成海  1:04.20

19 鶴尾 香西　大地 石本　由太 井原　央登 山下　光  1:01.52 19 木太南 白石　愛子 唐渡　礼生奈 石原　佑香 小林　真菜  1:04.26

20 川東 大森　龍之助 香西　凜音 鷹嘴　蒼空 甲斐　士童  1:01.61 20 木太 竹内　優羽 丸山　仁瑚 菰渕　恋 岸上　愛莉  1:04.26

順位 学 校 名 記　録 備 考 順位 学 校 名 記　録 備 考

1 円座 細川　春樹 中西　健輔 尾﨑　澪 大原　七星 56.20 1 高松第一 針ヶ谷　華子 西村　茉桜 岩瀬　伊咲 德田　美海香 58.11

2 川添 丸山　盛也 松田　大和 木村　龍斗 岡田　季也 56.26 2 檀紙 山田　早穂 坂口　夏葵 新谷　さとか 坂東　遙日 58.68

3 多肥 齋藤　駕維 河田　一優 長谷　拓明 兵頭　優汰 56.51 3 国分寺南部 深田　晴花 池田　瑞穂 唐渡　心菜 好永　空蘭 58.87

4 高松中央 鏡原　志生 佐々木　秀晟 豊田　彰久 平井　夏輝 56.58 4 仏生山 大道　彩香 山田　十和子 北野　莉子 佐々木　優杏 59.00

5 古高松 大舘　晃希 豊島　刹那 伊丹　和澄 尾中　亮太 56.68 5 下笠居 茨田　歩美 北濵　陽向 渡部　優杏 横井　侑芽 59.15

6 木太北部 大西　優太 十河　快斗 田中　喜也 武田　琉雅 56.70 6 高松中央 志摩　香奈子 松原　愛奈 中塚　詩音 竹内　愛 59.59

7 庵治 梶河　研悟 栁瀨　宏志郎 山口　海斗 松原　亘 56.75 7 屋島西 渡辺　羽琉 斎藤　花音 田中　陶子 眞鍋　亜美 59.84

8 一宮 納田　星夜 柳生　琥珀 鈴木　優 三好　晴翔 56.94 8 庵治 額田　なつ花 北島　絢音 三木　遥未 佐藤　萌乃佳  1:00.05

9 川東 高橋　滉弥 橋本　爽太郎 長尾　奎飛 滝　慎之介 56.98 9 浅野 藤田　杏里 成合　真実 戸城　未央 白井　花歩  1:00.13

10 栗林 元平　蓮 山上　康介 牧田　康希 森　広樹 57.08 10 太田 真鍋　里彩 安藤　桃子 緋田　桃子 造田　夏帆  1:00.26

11 木太南 森澤　祐太 今川　成希 小出　悠貴 麻田　詢 57.10 11 木太 間島　まほろ 岩城　心優 遠藤　世莉 森下　梨紗子  1:00.43

12 古高松南 岡本　昂也 開　暖人 長尾　龍橙 小林　勇太 57.41 12 新番丁 白石　優花 西岡　咲紀子 武井　海碧 西谷　栞  1:00.48

13 牟礼南 新鞍　護 池内　篤司 藤貫　貢汰 柳橋　亨 57.45 13 亀阜 三好　知里 戸城　ももね 井山　美結 大嶋　さくら  1:00.67

14 弦打 清水　仁琥 冨本　達哉 片岡　千宙 藤村　豪 57.47 14 木太北部 田中　萌々菜 石川　七彩 小西　彩愛 川村　和花奈  1:00.77

15 塩江 諸井　悠杜 植田　亘勇 川田　真吾 藤澤　佑都 57.49 15 古高松 佐藤  彩咲美 古田　莉沙 滝川　祐加 玉木　紗和  1:00.98

16 国分寺南部 原田　稜久 大林　海斗 廣見　櫂冬 高木　晋吾 57.71 16 川添 丸岡　日菜 安藤　愛真 斉藤　心結 谷口　莉子  1:01.02

17 大野 永田　拳心 巽　來仁 坂本　大成 能祖　生剛 57.84 17 円座 宮脇　美怜 池内　萌華 山崎　萌生 田井　弥月  1:01.04

18 三渓 三好　優輝 三谷　天斗 竹内　陽音 山田　宗治郎 58.03 18 屋島 奥村　杏鈴 森　さくら 楠本　彩乃 佐野　夏鈴  1:01.18

19 亀阜 新川　慶 吉宗　大地 大西　煌己 片桐　大智 58.11 19 木太南 阿野　ひまり 藤本　彩夏 切池　杏巴  1:01.36

20 浅野 弓山　弘頌 出葉　凜太郎 中原　樺月 佐藤　颯人 58.52 20 一宮 田中　呼春 橋本　姫奈 渡邊　心晴 井谷　七海  1:01.37
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