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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 2/13 宮武　壱心 (6) 1m44

観音寺ｸﾗﾌﾞ・香川

真鍋　俊矢 (6) 1m41

下高瀬小・香川

大麻　源貴 (6) 1m32

豊浜ｸﾗﾌﾞ・香川

佐野　雅樹 (6) 1m26

YKSS・香川

大内　太志 (6) 1m26

YKSS・香川

永江　嶺 (6) 1m26

下高瀬小・香川

岡田　コウ (6) 1m20

YKSS・香川

岸本　聡真 (5) 1m10

川津小・香川

男子小
学校

走高跳 2/13 藤川　愛菜 (6) 1m30

大野原ｸﾗﾌﾞ・香川

福家　梓 (6) 1m27

YKSS・香川

北山　明莉 (6) 1m27

YKSS・香川

松下　愛佳 (6) 1m24

川津小・香川

山口　ちひろ (6) 1m21

下高瀬小・香川

石井　優芽 (5) 1m21

下高瀬小・香川

谷本　結菜 (6) 1m21

YKSS・香川

小林　愛梨奈 (6) 1m21

川津小・香川

女子小
学校

棒高跳 2/13 中田　悠太 (6) 2m30

丸亀PVC・香川

辻　颯斗 (6) 2m10

YKSS・香川

武藤　優心 (4) 丸亀PVC・香川 2m10

横内　鳳 (5) 丸亀PVC・香川

徳住　陽向 (6) 2m10

丸亀PVC・香川

岡田　倭 (5) 2m00

YKSS・香川

男子小
学校

棒高跳 2/13 武藤　心温 (6) 2m30

丸亀PVC・香川

谷本　遥菜 (4) 2m10

YKSS・香川

新延　愛子 (6) 2m10

丸亀PVC・香川

紅粉谷　葵 (6) 2m00

YKSS・香川

寶智　瑠優 (4) 1m80

丸亀PVC・香川

野崎　結愛 (5) 1m80

丸亀PVC・香川

山下　みひろ (6) 1m70

丸亀PVC・香川

女子小
学校

走高跳 2/13 難波　康大 (2) 1m68

丸亀東中・香川

川上　大智 (2) 1m60

豊浜中・香川

宮下　稔基 (1) 1m60

三豊中・香川

三上　健心 (2) 三野津中・香川 1m55

寺要 幸明 (1) 高瀬中・香川

合田　蓮翔 (2) 1m55

豊浜中・香川

田中　景 (2) 1m55

坂出中・香川

阿部　壮伸  (2) 1m50

丸亀南中・香川

男子中
学

走高跳 2/13 中村　紫里 (3) 1m53

中部中・香川

森　珠友佳 (2) 1m50

太田中・香川

西村　美桜 (2) 1m45

玉藻中・香川

徳住　香花 (2) 1m45

屋島中・香川

紅粉谷　楓 (1) 1m35

屋島中・香川

曽根　優花 (2) 1m25

詫間中・香川

景山　美里 (2) 1m25

豊浜中・香川

吉田　早良 (2) 1m25

豊浜中・香川

女子中
学

棒高跳 2/13 岸本　都夢 (2) 4m30

玉藻中・香川

三神　結詩 (2) 3m60

勝賀中・香川

原　一貴 (2) 3m00

山田中・香川

大西　亮暉 (1) 3m00

観音寺中・香川

木下　凱斗 (2) 2m80

三豊中・香川

世戸　琉斗 (1) 2m80

観音寺中・香川

秋山　瑞輝 (1) 観音寺中・香川 2m80

池　修太 (1) 中部中・香川

男子中
学

棒高跳 2/13 豊田　ひなた (3) 3m10

観音寺中・香川

森島　心咲 (1) 2m80

中部中・香川

西山　青空 (2) 中部中・香川 2m60

磯淵　理來 (2) 屋島中・香川

高橋　美紀 (1) 2m40

中部中・香川

横内　亜胡 (2) 豊浜中・香川 2m20

野田　愛莉 (2) 中部中・香川

久保 まどか (1) 高瀬中・香川 2m20

倉田　和佳 (3) 中部中・香川

女子中
学

走高跳 2/14 桃田　三四朗 (2) 2m00

四学香川西高・香川

須﨑　遥也 (1) 2m00

丸亀高・香川

三野　瞳真 (2) 1m90

観音寺総合高・香川

影山　敬祐 (2) 1m90

四学香川西高・香川

板東　帝太 (3) 1m85

高松工芸高・香川

鎌田　真孟 (2) 1m70

高松工芸高・香川

真鍋　来依 (1) 1m55

高瀬高・香川

男子高
校

走高跳 2/14 難波　姫果 (1) 1m55

四学香川西高・香川

岡田　彩奈 (2) 1m50

高松工芸高・香川

八木　美音 (1) 1m50

高松工芸高・香川

大井　茜花璃 (2) 1m40

高松工芸高・香川

山路　爽生 (1) 1m35

高瀬高・香川

女子高
校

棒高跳 2/13 水谷　翼 (3) 5m00

四学香川西高・香川

安藤　正紀 (3) 4m70

観音寺一高・香川

宮地　築 (2) 4m60

高松工芸高・香川

山口　悠登 (2) 4m60

髙松中央高・香川

原田　隼斗 (1) 4m40

観音寺一高・香川

石井　陸玖 (3) 4m20

四学香川西高・香川

森　宙輝 (2) 4m20

観音寺一高・香川

堤　諒陽 (2) 4m00

観音寺総合高・香川

男子高
校

棒高跳 2/14 井元　　彩 (1) 3m20

高瀬高・香川

馬場　文菜 (2) 3m20

高松北高・香川

則包　那琉 (1) 3m00

観音寺一高・香川

女子高
校

棒高跳 2/14 重藤　慶多 (4) 5m20

香川大・香川

山崎　太士 5m10

高松市陸協・香川

澤　慎吾 5m10

きらぼし銀行・東京

吉田　賢明 (4) 5m00

日本大・香川

男子

棒高跳 2/14 角田　ルアニィ (4) 3m70

慶應大・埼玉

橘　泉朱 (2) 3m60

香川大・香川

山地　里奈 (2) 3m50

香川大・香川

石崎　はるか (1) 3m20

四国学院大・高知

女子

気象状況  2月13日 10:00 曇り  13.0℃   51％  

 2月13日 12:00 曇り  14.5℃   51％  

 2月13日 14:00 曇り  15.1℃   51％  

 2月13日 16:00 曇り  15.9℃   53％  

 2月14日 10:00 晴れ  15.1℃   55％  

 2月14日 11:00 晴れ  16.2℃   56％  

 2月14日 12:00 晴れ  16.9℃   56％  


