香川県高校新人対校選手権
男子 総合優勝！ ４年連続５回目 トラック優勝、フィールド２位！！
女子 総合優勝！ ３年連続３回目 トラック優勝、フィールド優勝！！
優勝１４種目、６位入賞数４８の大活躍
２０１７年、新チームとして初めて挑んだ香川県高等学校新人陸上競技対校選手権大会がありました。台風接近
のため、悪天候、さらに日程変更とコンディションとしては決してよかったとは言えない中で、男子総合４年連続
５回目の優勝、トラック優勝、フィールド２位。また今年は女子も総合３年連続３回目の優勝、トラック優勝、フ
ィールド優勝の完全優勝とすばらしい成績を飾ってくれました。今年は男女総合アベック連覇、さらにリレー４種
目での完全優勝を目標に掲げていました。中でも、男子４×４００ｍＲでは見事大会新記録での優勝。これには驚
かされました。そしてなにより、男子棒高跳で１・２位独占と香川西高校始まって以来の快挙でした。選手一人ひ
とりが自分のベストパフォーマンスを出す事が出来この結果につながったのだと思います。
各種目４位まで（混成競技は実施されない）が、１０月１４日（土）～１５日（日）に同じくＰｉｋａｒａスタ
ジアムで行われる、四国新人大会に出場します。
また１０月２０日（金）～２２日（日）に愛知県・パロマ瑞穂スタジアムで行われます、第３３回Ｕ２０・第１
１回Ｕ１８日本陸上競技選手権大会の標準記録を突破した、男女４×１００ｍＲ、１００ｍ・２００ｍ野上翼君、
棒高跳の野村元将君、矢野彪雅君、ハンマー投の小林幸信君、円盤投の山本真也君、１００ｍＨ池田莉子さん、砲
丸投の山本怜奈さんが出場します。
今季の大会も残り少なくなりました。それぞれが自己ベストを出して終われるよう、応援のほどよろしくお願い
いたします。
●男子 １００ｍ
（-3.3）
●男子 ２００ｍ

1位 11秒15 野上 翼（２年 兵庫・豊富）

2位 11秒29 田原 晴斗（２年 兵庫・飾磨中部）ＰＢ

3位 11秒32 豊嶋 琉久（２年 香川・高瀬）
1位 21秒60 野上 翼（２年 兵庫・豊富）ＰＢ 大会新

（+0.8）

5位 22秒51 太田 智也（２年 兵庫・姫路東）ＰＢ

●男子 ４００ｍ

2位 50秒48 太田 智也（２年 兵庫・姫路東）ＰＢ

2位 22秒11 豊嶋 琉久（２年 香川・高瀬）

3位 51秒10 石田 大和（２年 兵庫・五色）ＰＢ

●男子 １１０ｍＨ 5位 16秒01 馬出 晟冶（２年 奈良・大宇陀）
●男子 4×100ｍＲ 1位

42秒20 ７連覇

田原 晴斗（２年 兵庫・飾磨中部） 豊嶋 琉久（２年 香川・高瀬） 野上 翼（２年 兵庫・豊富） 馬出 晟冶（２年 奈良・大宇陀）
●男子 4×400ｍＲ 1位 3分20秒45 ７連覇 大会新記録
石田 大和（２年 兵庫・五色） 野上 翼（２年 兵庫・豊富） 田原 晴斗（２年 兵庫・飾磨中部） 太田 智也（２年 兵庫・姫路東）
●男子 棒高跳

１位

4ｍ60 野村 元将（２年 兵庫・朝日）ＰＢ

●男子 三段跳

5位 12ｍ85 中西 勇成（２年 兵庫・朝日）

●男子 砲丸投

2位 13ｍ63 山本 真也（２年 兵庫・花田）ＰＢ

●男子 円盤投

2位 44ｍ34 山本 真也（２年 兵庫・花田）

●男子 やり投

3位 46ｍ87 新居 大茅（２年 香川・宇多津）ＰＢ

●男子 八種競技

1位 3995点 新居 大茅（２年 香川・宇多津）

2位 4ｍ60 矢野 彪雅（２年 香川・高瀬）

●女子 １００ｍ

1位 12秒64 榎本 樹羅（１年 兵庫・氷丘）

●女子 ２００ｍ

3位 25秒83 柴田 ここり（１年 徳島・池田）

4位 26秒09 吉織 史央里（１年 兵庫・飾磨西）ＰＢ

●女子 ４００ｍ

2位 1分00秒21 吉織 史央里（１年 兵庫・飾磨西）

4位 1分00秒82 柴田 ここり（１年 徳島・池田）

6位 1分05秒04 伊藤 佑奈（２年 愛媛・今治東）
●女子 ８００ｍ

1位 2分19秒30 寺脇 聖乃 （１年 兵庫・朝日）

2位 2分20秒08 古原 夏音（１年 兵庫・星陵台）

5位 2分26秒53 本田 瑠花 （１年 兵庫・猪名川）
●女子 １５００ｍ 1位 4分38秒46 増田 梨美（２年 香川・屋島）ＰＢ

2位 4分43秒51 柏木 あさひ（２年 兵庫・三原）

5位 4分45秒78 寺脇 聖乃 （１年 兵庫・朝日）ＰＢ

6位 4分47秒82 本條 菜奈子（２年 兵庫・五色）

7位 4分48秒06 橋本 萌（２年 香川・三豊）

8位 4分48秒44 古原 夏音（１年 兵庫・星陵台）

9位 4分49秒23 森糸 紗耶佳（１年 香川・三豊）
●女子 ３０００ｍ 2位 9分54秒81 増田 梨美（２年 香川・屋島）ＰＢ
4位 10分02秒87 柏木 あさひ（２年 兵庫・三原）ＰＢ
6位 10分11秒54 森糸 紗耶佳（１年 香川・三豊）ＰＢ
●女子 １００ｍＨ 1位 14秒98 池田 莉子（２年 兵庫・三原）
●女子 ４００ｍＨ 2位 1分08秒31 池田 莉子（２年 兵庫・三原）

3位 9分56秒53 本條 菜奈子（２年 兵庫・五色）
5位 10分03秒29 橋本 萌（２年 香川・三豊）

●女子4×100ｍＲ 1位 48秒71 ３連覇
池田 莉子（２年 兵庫・三原） 柴田 ここり（１年 徳島・池田） 吉織 史央里（１年 兵庫・飾磨西） 榎本 樹羅（１年 兵庫・氷丘）
●女子 4×400ｍＲ 1 位 3 分 58 秒 63 ３連覇
吉織 史央里（１年 兵庫・飾磨西） 柴田 ここり（１年 徳島・池田） 池田 莉子（２年 兵庫・三原）榎本 樹羅（１年 兵庫・氷丘）
●女子 走高跳

1位

1ｍ58 岩本 彩里（１年 香川・丸亀南）

●女子 走幅跳

1位

5ｍ44 榎本 樹羅（１年 兵庫・氷丘）

●女子 砲丸投

3位

9ｍ02 坂本 聡美（１年 香川・坂出）

●女子 円盤投

3 位 28ｍ04 竹内 愛美（２年 兵庫・三原）

●女子 ハンマー投 3 位 30ｍ06 吉川 愛莉（１年 香川・丸亀南）
●女子 やり投

3 位 32ｍ67 岩本 彩里（１年 香川・丸亀南）ＰＢ

●女子 七種競技

2 位 2963 点 坂本 聡美（１年 香川・坂出）

5位

8ｍ39 竹内 愛美（２年 兵庫・三原）

