
 

 

 

四国高等学校総合体育大会 ３年連続男女総合優勝！！ 

           2１種目・２７名がインターハイ出場決定！ 
6月 16日から 3日間、Pikaraスタジアム（県立丸亀競技場）にて四国高校総体が行われました。男女総合優勝という目標

を掲げ、チーム一丸となって練習に励んだ結果、見事に目標を達成することができました！男女 100ｍという花形競技を始め

各パートで着実に力を付け成果を発揮した選手が目立ち、四国総体という舞台で、何人もの選手が自己ベストを更新しまし

た。高い目的意識を持ち練習に臨んだ結果だと思います。 

今回インターハイを決めた選手は、21種目27名。全国の舞台までの残された時間を有意義に使い、しっかりと準備してい

きたいと思います。応援宜しくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●男子 総合１位 トラック１位 フィールド４位  

●男子１００ｍ    １位  (記録)    １０秒５６ 野上 翼 (３年)  ＰＢ             ２位 （記録）  １０秒６６ 田原 晴斗 (３年）ＰＢ 

           ３位 （記録）   １０秒６８ 豊嶋 琉久 (３年）ＰＢ 

●男子２００ｍ    ２位  (記録)    ２１秒４８ 田原 晴斗 (３年）ＰＢ            ３位  (記録)   ２１秒６７ 豊嶋 琉久 （３年）ＰＢ 

●男子１１０ｍＨ   ５位  (記録)    １５秒０１ 馬出 晟冶 (３年)              

●男子４００ｍＨ   ３位  (記録)    ５３秒２８ 馬出 晟冶 (３年)ＰＢ              

●男子４×１００ｍＲ １位  (記録)    ４０秒５２  （予選 ４０秒４５ チームＰＢ               四学香川西歴代１位!!） 

  豊嶋 琉久(３年） 田原 晴斗(３年） 野上 翼(３年)  馬出 晟冶(３年)  

●男子４×４００ｍＲ １位  (記録)     ３分１６秒７６   太田 智也（３年） 田原 晴斗（３年） 春藤 玲音(３年)  馬出 晟冶(３年) 

●男子 棒高跳    １位 （記録）     ４ｍ８０ 野村 元将（３年）ＰＢ            ３位 (記録)     ４ｍ６０ 矢野 彪雅 (３年)                

●男子 三段跳    ８位 (記録)     １４ｍ０４ 吉岡 悠輝 (１年)  

●男子 砲丸投    ４位 (記録)     １４ｍ８５ 山本 真也 (３年)                

●男子 円盤投    ３位  (記録)     ４５ｍ６３ 山本 真也 (３年)ＰＢ              

●男子八種競技    ８位  (記録)    ４３２７点 新居 大茅 (３年)ＰＢ               

 

●女子 総合１位 トラック１位 フィールド２位 

●女子１００ｍ    １位  (記録)    １１秒８８ 榎本 樹羅  (２年)  追風参考記録      

●女子２００ｍ    ４位  (記録)    ２５秒５３ 吉識 史央里  (２年)ＰＢ           ７位  (記録)    ２５秒９１ 柴田 ここり (２年）       

●女子４００ｍ    ３位  (記録)    ５７秒８０ 吉識 史央里  (２年)ＰＢ 

●女子８００ｍ    １位  (記録)   ２分１６秒０７ 寺脇 聖乃 (２年)                

●女子１５００ｍ   ４位  (記録)   ４分３０秒５８ 寺脇 聖乃 (２年)ＰＢ             

●女子３０００ｍ   ６位 （記録） ９分４９秒９６ 本條 菜奈子 (３年)               

●女子１００ｍＨ   ８位 （記録）   １４秒７１ 池田 莉子 (３年)                  

●女子４００ｍH    ７位  (記録)  １分０５秒９７ 柴田 ここり (２年)             

●女子４×１００ｍＲ ２位  (記録)   ４８秒０２  （ 予選 ４７秒８７ チームＰＢ ）   

  池田 莉子(３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 ３位  (記録)   ３分５５秒１９ （ 予選 ３分５５秒１７ チームＰＢ ） 

  吉識 史央里(２年)  池田 莉子(３年)  榎本 樹羅(２年)   柴田 ここり(２年) 

●女子 走高跳    ４位  (記録)     １ｍ６２ 桃田 彩里 (２年)ＰＢ 

●女子 走幅跳    ３位  (記録)      ５ｍ７９ 榎本 樹羅 (２年)   

●女子 三段跳    ４位  (記録)     １１ｍ９６ 榎本 樹羅 (２年)    

●女子 砲丸投    １位  (記録)    １１ｍ９６  岡本 みなみ (１年)ＰＢ             

●女子 円盤投    ８位  (記録)    ３３ｍ９３ 谷原 礼音 (１年)ＰＢ               

●女子 ハンマー投  ５位  (記録)    ４３ｍ００ 吉川 愛莉 (２年)ＰＢ 

●女子七種競技    ８位  (記録)    ３７００点 坂本 聡美 (２年)ＰＢ                 

 ＰＢ=自己新記録更新 

 ★上記以外の自己ベスト更新者★   

 太田 智也(３年) 仁尾 一輝(２年) 

 

!!快挙!! 

男子100ｍ表彰台独占！ 

 

四国高校
新記録 

OB会でご購入いただいたテントにて 

選手宣誓 



 

 

 

  

 

リレーメンバーの活躍 

幻の１１秒台 

リレー種目と個人種目、最大５種目に出場した選手

もおり、レース数が多い選手たちは本当によく頑張

ってくれました 

 

表彰台独占の快挙に、晴れやかな表情の３人 

卒業生の皆さんも駆け

つけてくれました。陸

上を続けている先輩も

おり、私たちの励みに

なりました。応援あり

がとうございました!! 

それぞれが、その背中に重圧を背負い、必死になった３日間でした。涙をのんだもの

もいますが、チーム一丸となって闘った熱い大会でした。次のステージに進めたもの

は、これからも気を引き締めて練習に励んでまいりたいと思います。 

 


