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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
走高跳 2/8 宮野　晄雅 (6) 1m48

柞田小・香川

池　修太 (6) 1m35

柞田小・香川

矢野　音 (6) 1m32

観音寺小・香川

宮武　壱心 (5) 1m26

観音寺小・香川

大西　亮暉 (6) 1m23

観音寺小・香川

白川　大晴 (6) 1m20

観音寺小・香川

片山　絢太 (5) 1m15

豊田小・香川

今西　勇聖 (5) 1m15

観音寺小・香川

男子小
学校

走高跳 2/8 伊藤　綾音 (6) 1m33

柞田小・香川

佐藤　結月 (6) 1m33

川津小・香川

紅粉谷　楓 (6) 1m30

YKSS・香川

秋山　遥香 (6) 1m27

柞田小・香川

小林　愛梨奈 (5) 川津小・香川 1m21

原　愛姫 (5) 豊田小・香川

東　花織 (6) 観音寺小・香川

鎌田　陽菜乃 (6) 1m21

川津小・香川

女子小
学校

走高跳 2/8 國安　亜祐武 (2) 1m80

和光中・香川

永江　樹 (2) 1m50

三野津中・香川

大西　晄正 (1) 1m50

香南中・高知

高橋　倫太郎 (2) 1m50

大野原中・香川

綾　佑心 (1) 1m45

近大東広島中・広島

大西　　春太 (1) 1m45

川之江南中・愛媛

三上　健心 (1) 1m40

三野津中・香川

吉田 直也 (2) 1m40

豊浜中・香川

男子中
学

走高跳 2/8 郷田みつき (2) 1m56

高瀬中・香川

中村　紫里 (2) 1m53

中部中・香川

牧野　光葵 (2) 中部中・香川 1m45

田中　陶子 (2) 屋島中・香川

西村　美桜 (1) 1m40

玉藻中・香川

中野　　杏 (2) 詫間中・香川 1m35

中山　智遥 (2) 高瀬中・香川

藤田　　彩世 (2) 1m35

川之江南中・愛媛

女子中
学

走高跳 2/9 板東　帝太 (2) 2m00

高松工芸高・香川

桃田　三四朗 (1) 1m95

四学香川西高・香川

横内　秀太 (1) 1m90

四学香川西高・香川

江口　和哉 (1) 桂高校・京都 1m85

平井　太陽 (3) 桂高校・京都

安藤　成那 (1) 1m85

高瀬高・香川

佐野　嘉彦 (2) 四学香川西高・香川 1m85

三野　瞳真 (1) 観音寺総合高・香川

男子高
校

走高跳 2/9 多田　紗生 (2) 1m55

観音寺一高・香川

岡田　彩奈 (1) 1m50

高松工芸高・香川

大井　茜花璃 (1) 1m45

高松工芸高・香川

船場　奏衣 (2) 1m40

観音寺一高・香川

大西　咲綺 (1) 1m40

観音寺一高・香川

三宅　美侑 (2) 1m20

観音寺一高・香川

女子高
校

棒高跳 2/8 渡部　佳澄 (3) 4m20

MPC・愛媛

原田　隼斗 (3) 4m00

高瀬中・香川

佐々木　秀晟 (2) 3m80

木太中・香川

矢野　真一 (2) 3m70

観音寺中・香川

伊藤大輔 (2) 3m60

近大東広島中・広島

本田　晴都 (2) 3m40

河内中・広島

和田　歩 (2) 3m20

中部中・香川

窪田　陽向 (2) 3m00

MPC・愛媛

男子中
学

棒高跳 2/8 秋山　祐里佳 (2) 3m10

観音寺中・香川

高橋　侑莉愛 (2) 3m00

観音寺中・香川

宇川　結芽 (2) 2m80

三豊中・香川

篠原　わかな (2) 2m80

MPC・愛媛

大久保梨虹 (2) 2m40

高瀬中・香川

西山　青空 (1) 2m40

中部中・香川

田村　哩菜 (1) 2m20

近大東広島中・広島

三宅　由希子 (2) 2m20

大野原中・香川

女子中
学

棒高跳 2/9 山本　理基 (3) 5m00

高松工芸高・香川

中村　徳寿 (3) 5m00

高松商高・香川

水谷　翼 (2) 4m70

四学香川西高・香川

安藤　正紀 (2) 4m60

観音寺一高・香川

原口　篤志 (1) 4m40

王寺工業高・奈良

松本　詢真 (2) 高松西高・香川 4m40

綾　大心 (2) 近大東広島高・広島

木村　海 (3) 洛東高・京都

男子高
校Aク
ラス

棒高跳 2/8 香川　晴哉 (1) 観音寺一高・香川 4m20

森　宙輝 (1) 観音寺一高・香川

石井　陸玖 (2) 4m00

四学香川西高・香川

押井　耀 (1) 今宮工科高・大阪 4m00

秋山　紘一郎 (1) 観音寺一高・香川

加納　大河 (1) 3m80

洛東高・京都

宮地　築 (1) 3m80

高松工芸高・香川

漆畑　真司 (1) 3m80

洛東高・京都

男子高
校Bク
ラス

棒高跳 2/9 金子　茉央 (3) 3m60

高専詫間・香川

山本　遥花 (2) 3m50

MPC・愛媛

土井　架和 (1) 3m30

川之江高・愛媛

峰本　涼 (3) 東海大附仰星・大阪 3m20

中村　優希 (2) 観音寺総合高・香川

齊藤　結月 (2) 洛東高・京都 3m00

若林　人生 (1) 大分西高・大分

安達　歩夢 (2) 南陽工高・山口2m80

井下　莉野 (2) 観音寺一高・香川

女子高
校

棒高跳 2/9 荻田　大樹 5m20

ミズノ・香川

重藤　慶多 (3) 5m10

香川大・香川

山崎　太士 5m10

高松市陸協・香川

土井　翔太 5m00

三観陸協・香川

吉田　賢明 (3) 5m00

日本大・香川

野村　元将 (1) 大阪国際大・香川 4m70

下瀬　翔貴 鶴学園クラブ・広島

矢野　彪雅 (1) 4m70

四国学院大・香川

男子

棒高跳 2/9 田中　伶奈 (1) 3m90

香川大・香川

山本　亜希 (1) 3m90

大分大・大分

台信　愛 (3) 3m80

中間高校・福岡

我孫子　智美 3m80

滋賀ﾚｲｸｽﾀｰｽﾞ・滋賀

平田　美和 (2) 3m60

園田学園女大・兵庫

黒田　愛香 (2) 3m60

園田学園女大・兵庫

森田　彩 (M2) 3m60

武庫川女大・大阪

友松　日南 (1) 3m50

園田学園女大・兵庫

女子

 2月 8日 12:00 曇り  14.6℃   42％   0m/s

 2月 8日 14:00 曇り  15.6℃   40％  

 2月 9日  9:00 晴れ  12.9℃   39％  

 2月 9日 11:00 晴れ  18.8℃   35％  

 2月 9日 13:00 晴れ  19.0℃   35％  

 2月 9日 15:00 晴れ  18.9℃   32％  


