
５年男子２００ｍリレー 大会記録 2:11.27 ５年女子２００ｍリレー 大会記録 2:17.14

順位 学校名 記録 備考 順位 学校名 記録 備考

1 附属高松 和出　騎竜 粟飯原壱成 藤本　尚信 松中　康浩 2:30.54 1 古高松南 天野　郁吹 三好　伽奈 西岡　里桜 村川　実結 2:39.09

2 木 太 南 北井　杜和 井上　陽翔 重松　伸紀 村川　　渓 2:31.29 2 栗　　林 吉村　はる 工藤　心咲 土居　楓佳 前田　玲奈 2:47.12

3 栗　　林 田邉　春樹 則本　友誠 島村　康生 宮地　祐樹 2:42.50 3 古 高 松 佐々木李桜 津郷　紗彩 木村　  椛 越智あいら 2:52.28

4 牟 礼 南 髙木　大芽 成瀬　海音 竹内　新太 大下　雄也 2:45.24 4 川　　島 淀谷　桜子 宮武　春奈 森本　優依 中川　彩珈 2:52.50

5 林 井田　明翔 安部　嵩琉 安友　永遠 井手　涼介 2:51.16 5 牟 礼 南 文谷　寛子 田中　小迪 清水　歩実 和泉　綾奈 2:56.87

6 前　　田 三好　一弘 渡邉　　慎 好井　大貴 山内　淳聖 2:52.40 6 屋 島 東 河田　清楓 河田　悠楓 黒川　史織 松田　萌生 2:58.27

7 高松第一 岡村　春輝 新名　　助 清水　颯斗 鶴身　郁太 2:52.67 7 牟　　礼 多田　芽依 牟禮　凛和 寺岡　暖華 菜切　麻央 2:59.02

8 十　　河 笠井　敦史 吉田　慎平 高坂心之祐 亀井　翔太 2:55.11 8 高松第一 小松　蒼依 山岸　愛奈 多田帆乃加 冨田　　遥 3:01.65

9 古高松南 坂井　太陽 宇野　夢人 谷本　二郎 岡本涼太郎 2:59.11 9 十　　河 能祖美沙希 森岡　　凛 大磯　菜月 森澤　美月 3:02.56

10 川　　東 坂口　誇斗 能祖　湧人 水口　　颯 香西　凜音 3:01.80 10 林 池内　ゆあ 多田　茉央 大西　麻央 中野　美優 3:05.17

６年男子２００ｍリレー 大会記録 2:03.18 ６年女子２００ｍリレー 大会記録 2:08.60

順位 学校名 記録 備考 順位 学校名 記録 備考

1 川　　東 長尾　奎飛 土居　珀斗 松原　瑞樹 平尾　宏大 2:16.90 1 牟　　礼 古瀬　優衣 井上　　凜 篠原　茉凛 後藤　千里 2:31.90

2 栗　　林 石川　京冴 川本　利樹 藤澤　介登 松岡龍之介 2:22.13 2 木太北部 石川　七彩 十河彩希子 山本　幸希 川村和花奈 2:33.53

3 牟　　礼 宗清　太洋 山本　光希 山田　大智 藤井　颯人 2:23.43 3 川　　東 大西さくら 細井　知花 西下　更紗 中野　雅子 2:33.76

4 林 西川  昊汰 本田　佳寿 赤松　穂昂 田邉  治人 2:24.45 4 川　　島 矢口　楓花 坂本実由貴 笠谷渉乃果 西内　香乃 2:37.74

5 牟 礼 南 新鞍　　護 清水　飛羽 齊藤　祐月 末本　空大 2:31.57 5 庵　　治 山下　　聖 冨岡　愛生 冨岡　華衣 角田　琴美 2:38.01

6 川　　添 竹内　凱大 岡田　季也 根津　佳鳶 武田　　侑 2:33.93 6 古高松南 菰淵　蒼良 多田羅さくら 青野　咲紀 門田　　愛 2:38.46

7 木太北部 北村　羽琉 川東　朝陽 田中　喜也 塩津　拓斗 2:34.86 7 川　　添 斉藤　姫桜 蓮井　花歩 金子　真凜 安藤　愛真 2:39.00

8 前　　田 深津　良大 細谷　俊輔 野口隼太郞 岡崎　真也 2:35.77 8 附属高松 柿口　愛夏 河田　結衣 工藤　寧々 藤原　奈々 2:42.43

9 高松第一 大石　悠叶 小比賀俊太 大野　斗哉 釋氏　孝英 2:37.21 9 栗　　林 旭　　夏希 奥田　歩夏 小野山　春 大澤　光生 2:42.70

10 古高松南 岡本　昂也 竹村　祥一 三村　雄大 北村　昂大 2:38.17 10 林 谷岡　莉子 谷川　愛美 丸山あやめ 眞鍋  彩加 2:42.87
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