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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 6/24 瀬尾　楓 (1) 12.78/+1.2

丸亀通

橋本　敏也 (2) 12.93/+1.2

高松通

宮武　海斗 (4) 13.06/+1.2

観音寺一定

大嶋　隆寛 (2) 13.23/+1.2

高松通

岡本　郁弥 (2) 13.36/+1.2

小豆島中央定

合田　瑞輝 (4) 13.79/+1.2

観音寺一定

斉藤　春重 (1) 13.97/+1.2

多度津定

中西　大海 (4) 14.70/+1.2

観音寺一定

２００ｍ 6/24 漆原　裕稀 (3) 25.81/-0.3

観音寺一定

坂本　亮徳 (2) 29.70/-0.3

高松通

江戸　信介 (1) 31.21/-0.3

観音寺一定

井口　史也 (1) 32.08/-0.3

高松工芸定

４００ｍ 6/24 坂本　亮徳 (2)  1:09.09

高松通

８００ｍ 6/24 三宅　捷太 (1)  2:31.69

小豆島中央定

髙嶋　建心 (4)  2:32.41

三木定

三好　海輝 (3)  2:49.16

高松通

１５００ｍ 6/24 夛田　光汰 (4)  4:52.93

三木定

佐伯　昌哉 (2)  5:05.47

星槎国際

梶野　千羽矢 (2)  6:09.24

観音寺一定

５０００ｍ 6/24 夛田　光汰 (4) 18:55.77

三木定

走高跳 6/24 藤井　大河 (2) 1m60

丸亀通

宮武　海斗 (4) 1m50

観音寺一定

中西　大海 (4) 1m20

観音寺一定

走幅跳 6/24 田井　椰貴 (3)   5m47/+1.5

高松通

瀬尾　楓 (1)   5m42/+1.2

丸亀通

漆原　裕稀 (3)   5m27/+0.5

観音寺一定

竹内　智哉 (2)   5m02/+0.5

高松通

梶野　千羽矢 (2)   4m84/-0.4

観音寺一定

西峯　司 (4)   4m47/+3.3

観音寺一定

三段跳 6/24 西峯　司 (4)   9m52/-1.0

観音寺一定

砲丸投

(6.000kg)

6/24 合田　瑞輝 (4)   9m84

観音寺一定

藤原　慎哉 (3)   9m49

多度津定

岡　湧周 (1)   8m16

三木定

土居　貴彦 (2)   8m11

高松通

吉住　翔平 (2)   7m21

高松通

山地　勇弥 (3)   4m59

高松通

円盤投

(1.750kg)

6/24 福岡　芽玖 (2)  17m26

丸亀定

齋藤　晃紀 (1)  15m78

丸亀定

男子

１００ｍ 6/24 今宮　絢乃香 (2) 15.75/+1.9

丸亀定

岩田　琴那 (2) 17.20/+1.9

観音寺一定

緒方　憂子 (3) 18.61/+1.9

高松通

三谷　祐子 (4) 19.21/+1.9

高松通

２００ｍ 6/24 今宮　絢乃香 (2) 33.55/+0.6

丸亀定

篠原　亜麻音 (1) 37.34/+0.6

観音寺一定

４００ｍ 6/24 漆原　弥久 (4)  1:31.88

観音寺一定

３０００ｍ 6/24 後藤　小麻衣 (3) 15:00.38

三木定

走高跳 6/24 中畑　麗音 (1) 1m20

丸亀定

篠原　亜麻音 (1) 1m10

観音寺一定

走幅跳 6/24 笠松　綾 (3)   3m25/+1.2

小豆島中央定

砲丸投

(4.000kg)

6/24 田村　信子 (3)   6m07

高松通

井上　麻理 (3)   3m32

高松通

山﨑　春奈 (4)   3m19

高松通

女子

男子総合得点 観音寺一定 72点 高松通 58点 三木定 29点 丸亀通 23点 丸亀定 15点 小豆島中央定 12点 多度津定 9点 星槎国際 7点

女子総合得点 高松通 32点 観音寺一定 29点 丸亀定 24点 小豆島中央定 8点

三木定

 6月24日 10:00 晴れ  25.9℃   52％ 西北西 1.6m/s

 6月24日 12:00 晴れ  26.0℃   48％ 北 2.1m/s

 6月24日 12:00 晴れ  26.0℃   48％ 北 2.1m/s


