
第 71 回香川県高等学校新人陸上競技対校選手権大会  9 月 17 日（土）・18 日（日）  於：香川県立丸亀競技場 

  

【男子】 

・100m 優勝（10 秒 93）マルティネスブランドンボイド（1 年）・3 位（11 秒 29）中島羚（2 年） 

・200m 優勝（21 秒 94）マルティネスブランドンボイド（1 年） 

・1500m 優勝（3 分 56 秒 86）三宅駿（2 年） 

・5000m 優勝（15 分 08 秒 42）三宅駿（2 年） 

・4×100mリレー 優勝（41 秒 77） 濵田碧海（1 年）・マルティネスブランドンボイド（1 年）・中島羚（2 年）・本多絢翔（1 年） 

・4×400mリレー 優勝（3 分 26 秒 83） 本多絢翔（1 年）中島羚（2 年）・山本歩大（1 年）・マルティネスブランドンボイド（1 年） 

・110mH 2 位（16 秒 22）冨田玲央（2 年） 

・400mH 2 位（59 秒 09）河村隼弥（2 年）・3 位（1 分 01 秒 42）大西晄正（1 年） 

・走高跳 2 位（1m86）難波康大（1 年） 

・走幅跳 優勝（6m78）大西晄正（1 年）・2 位（6m50※）安井秀成（1 年） 

・砲丸投 3 位（11m32）遠藤玲於奈（1 年）・3 位（10m92）石井知樹（1 年） 

・円盤投 優勝（37m96）眞田海斗（2 年）・2 位（34m44）金山太一（1 年） 

・ハンマー投 2 位（41m00）眞田海斗（2 年）・3 位（36m16）遠藤玲於奈（1 年） 

・やり投 3 位（44m16）今中蓮都（1 年） 

・八種競技 優勝（4496 点）冨田玲央（2 年） 

・男子総合優勝（204.5 点）、トラック優勝（100 点）、フィールド優勝（96.5 点） 

  



【女子】 

・100m 優勝（12 秒 61）深田晴花（2 年）・2 位（12 秒 79）武内七千愛（1 年） 

・200m 優勝（26 秒 31）深田晴花（2 年）・3 位（27 秒 10）武内七千愛（1 年） 

・400m 優勝（58 秒 86）杉村実優（2 年）・3 位（1 分 02 秒 23）加田実優（2 年） 

・800m 優勝（2 分 17 秒 64）杉村実優（2 年）・2 位（2 分 21 秒 67）大西由菜（1 年） 

・1500m 2 位（4 分 40 秒 20）香川莉々（2 年）・3 位（4 分 45 秒 36）大西由菜（1 年） 

・3000m 2 位（10 分 20 秒 53）香川莉々（2 年） 

・4×100mリレー 優勝（48 秒 75） 石田凜花（2 年）・深田晴花（2 年）・武内七千愛（1 年）・前川虹羽（1 年） 

・4×400mリレー 優勝（4 分 06 秒 16） 前川虹羽（1 年）・深田晴花（2 年）・竹内朝華（1 年）・杉村実優（2 年） 

・100mH 2 位（16 秒 28）竹内朝華（1 年） 

・400mH 優勝（1 分 07 秒 45）竹内朝華（1 年） 

・走高跳 2 位（1m52）難波姫果（3 年） 

・走幅跳 優勝（5m37※）別宮璃音（1 年）・3 位（5m14※）石田凜花（2 年） 

・三段跳 優勝（11m10）別宮璃音（1 年） 

・砲丸投 優勝（9m29）田中優陽（2 年）・2 位（8m96）安達栞（1 年）・3 位（8m92）田村早紀（1 年） 

・円盤投 優勝（32m63）橋本葵（1 年）・2 位（32m14）八木美都（1 年）・3 位（28m53）小宮路優來（1 年） 

・ハンマー投 優勝（37m94）須惠樹杏良（2 年） 

・七種競技 優勝（3396 点）中村紫里（2 年） 

・女子総合優勝（235 点）、トラック優勝（115 点）、フィールド優勝（112 点） 

 

  



今回、以下の選手が自己ベストを更新しました！ 

 

河村隼弥（2 年・男子 400mH・59 秒 09） 

眞田海斗（2 年・男子ハンマー投・41m00） 

須惠樹杏良（2 年・女子ハンマー投・37m94） 

福本唯吹（2 年・男子 110mH・16 秒 56） 

安達栞（1 年・女子砲丸投・8m96） 

石井知樹（1 年・男子砲丸投・10m92） 

今中蓮都（1 年・男子やり投・44m16） 

遠藤玲於奈（1 年・男子ハンマー投・36m16） 

金山太一（1 年・男子円盤投・34m44） 

竹内朝華（1 年・女子 400mH・1 分 07 秒 45） 

谷山達也（1 年・男子やり投・43m71） 

田村早紀（1 年・女子砲丸投・9m92） 

藤岡大黒（1 年・男子 1500m・4 分 23 秒 04） 

別宮璃音（1 年・女子走幅跳・5m37※、女子三段跳・11m10） 

本多絢翔（1 年・男子 400m・51 秒 66） 

森近洸紀（1 年・男子 800m・2 分 07 秒 91） 

八木美都（1 年・女子砲丸投・8m83） 

 

※ 追い風参考記録 

 

応援ありがとうございました！ 


