第６７回 香川県高等学校 新人陸上競技対校選手権大会
男子 総合優勝！ 5 年連続６回目 トラック 3 位、フィールド優勝！！
女子 総合優勝！ ４年連続４回目トラック優勝、フィールド優勝！！
優勝２０種目、６位入賞数５２の大活躍！
９月１５日から２日間で開催された、香川県高等学校新人陸上競技対校選手権大会で、４年連続の男女総合優勝を成し遂げました。
リレー４種目での完全優勝をはじめ、跳躍や投擲などフィールド勢の活躍も多く見られた大会になりました。それぞれが去年の冬、そ
してシーズンインからの高い意識を維持し練習に取り組み、試合に臨んだ結果だと思います。今大会で各種目４位までの入賞者（混成
競技の除く）が、１０月１３日（土）～１４日（日）に徳島県・ポカリスエット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５日（土）から５日間、福井県・福井県営競技場で開催される国民体育大会に８名が出場、
１０月１８日（金）～２１日（日）に愛知県・パロマ瑞穂スタジアムで開催されるＵ２０・１８日本選手権に、
標準記録を突破した 8 種目 11 名の選手が出場します。（過去最多）応援よろしくお願い致します!!
●男子 １００ｍ

2位 11秒05 神崎 貴仁（2年）ＰＢ

5位 11秒19 藤田 嵐 （2年）

●男子 ２００ｍ

3位 22秒54 神崎 貴仁（2年）ＰＢ

6位 22秒85 藤田 優人（1年）ＰＢ

●男子 ４００ｍ

6位 53秒10 中村 匡 （1年）

男子最優秀選手
吉岡 悠輝(1 年)

●男子 １１０ｍＨ 4位 15秒89 八田 晴生 (1年）
●男子 ４００ｍＨ 8位 1分2秒74 部谷 悠翔（1年）
●男子 ４×１００ｍＲ 1位 42秒07
山本 一志 (2年) 藤田 嵐 (2年) 吉岡 悠輝 (1年) 神崎 貴仁 (2年)
●男子 ４×４００ｍＲ 1位 3分24秒28
水谷 翼 (1年)

中村 匡 (1年)

山本 一志 (2年)

吉岡 悠輝 (1年)

●男子 棒高跳

4位

4ｍ50 水谷 翼

●男子 走幅跳

7位

6ｍ46 北澤 蒼梧 (1年)

●男子 三段跳

1位 14ｍ22 吉岡 悠輝 (1年) ＰＢ

●男子 砲丸投

1位 13ｍ02 上内 達司 (1年)

3位 12ｍ26 白川 翔也 (1年)

4位 12ｍ01 垂井 祐志 (1年)

5位 11ｍ94 寺尾 翔

1位 39ｍ03 上内 達司 (1年) ＰＢ

8位 29ｍ72 中津 綾太 (1年)

●男子 円盤投

(1年)

5位

4ｍ40 黒田 翔貴弥 (1年) ＰＢ

(1年)

●男子 ハンマー投 1位 46ｍ70 垂井 祐志 (1年) ＰＢ

4位 41ｍ35 寺尾 翔

●男子 やり投

4位 44ｍ37 中津 綾太 (1年) ＰＢ

5位 44ｍ18 仁尾 一輝 (2年)

(1年) ＰＢ

女子最優秀選手

●男子 八種競技

1位 4479点 川元 龍誠 （1年）ＰＢ

4位 3630点 若林 ﾏｳﾘｼｵ (1年)

榎本 樹羅(2年)

5位 3610点 佐野 嘉彦 (1年)
●女子 １００ｍ

1位 12秒10 榎本 樹羅 (2年) 大会新記録 2位 13秒35 畑野 風夏 (1年)

●女子 ２００ｍ

1位 25秒17 柴田 ここり (2年) ＰＢ

3位 25秒40 吉識 史央里 (2年) ＰＢ

●女子 ４００ｍ

1位 57秒92 柴田 ここり (2年)

2位 58秒84 吉識 史央里 (2年)

6位 1分2秒79 眞田 未優 (1年)
●女子 ８００ｍ

3位 2分22秒87 古原 夏音 (2年)

4位 2分24秒96 髙嶋 美桜 (1年)

●女子 １５００ｍ 1位 4分38秒47 寺脇 聖乃 (2年)

7位 4分49秒04 森糸 紗耶佳 (2年)

●女子 ３０００ｍ 4位 10分10秒44 寺脇 聖乃 (2年)

5位 10分24秒15 森糸 紗耶佳 (2年)

7位 10分29秒27 本田 瑠花 (2年)
●女子 １００ｍＨ 1位 15秒17 中上 友紀乃 (1年)

3位 15秒61 齊藤 亜美 (1年) ＰＢ

●女子 ４００ｍＨ 8位 1分12秒72 藤田 真緒 (1年)
●女子 ４×１００ｍＲ 1位 47秒90 大会新記録
齊藤 亜美 (1年) 柴田 ここり (2年) 吉識 史央里 (2年) 榎本 樹羅 (2年)
●女子 ４×４００ｍＲ 1位 3分58秒28
吉識 史央里 (2年) 寺脇 聖乃 (2年)

榎本 樹羅 (2年)

柴田 ここり (2年)

●女子 走高跳

1位

1ｍ58 桃田 彩里 (2年)

●女子 走幅跳

1位

5ｍ81 榎本 樹羅 (2年)

●女子 三段跳

4位 10ｍ18 奥井 理菜 (1年) ＰＢ

●女子 砲丸投

1位 11ｍ23 岡本 みなみ(1年)

3位 9ｍ25

●女子 円盤投

1位 32ｍ43 谷原 礼音 (1年)

2位 32ｍ22 岡本 みなみ(1年) ＰＢ

5位 28ｍ94 加藤 萌

3位

1ｍ46 坂本 聡美 (2年)

谷原 礼音 (1年)

(1年) ＰＢ

●女子 ハンマー投 1位 42ｍ34 吉川 愛莉 (2年)
●女子 やり投

4位 33ｍ32 桃田 彩里 (2年) ＰＢ

●女子 七種競技

1位 3480点 坂本 聡美 (2年)

3位 34ｍ53 加藤 萌

(1年) ＰＢ

男女 4 継リレー新チーム
3 年生が引退しても、私たち１、2 年
生がチームを盛り上げていきます!!

応援ありがとうございました！！

次は四国新人！残りの試合が少なくなってきましたが、まだまだ国体など、全国大会出場者も
多数おります。そして、駅伝シーズンも始まります☆応援のほど、宜しくお願い致します！

