
 

 

香川県高校新人対校選手権 

 男子 総合優勝！ ２年連続３回目 トラック優勝、フィールド優勝の完全制覇！！ 
 女子 総合初優勝！ トラック２位、フィールド３位！！ 
優勝１３種目、６位入賞数３７の大活躍 
２０１５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で、男子総合２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制覇。また今年は女子も総合初優勝、トラック２位フィールド

３位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優勝、さらにリレー４種目での優勝を目標に

掲げていました。結果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）と、リレーは２位までが、１０月１０日（土）～１１日（日）に高

知県・春野総合運動公園で行われる、四国新人大会に出場します。 

また１０月１６日（金）～１８日（日）に愛知県・パロマ瑞穂スタジアムで行われます、第９回日本ジュニア・

ユース選手権の標準記録を突破した、男子４×１００ｍＲと槍投げの木村仁紀君が出場します。 

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  5位 11秒32 宮内 魁大（１年 兵庫・姫路灘）         7位 11秒39 中北 勇斗（２年 香川・丸亀南） 

                                                 予選 11秒19 自己ベスト 

         8位 11秒49 塩渕 紫菜延（１年 香川・香川第一） 

                  予選 11秒22 自己ベスト 

●男子 200ｍ  3位 22秒52 石井 英行（２年 兵庫・五色）          4位 22秒56 宮内 魁大（１年 兵庫・姫路灘）自己ベスト 

         6位 22秒81 中北 勇斗（２年 香川・丸亀南）         8位 23秒22 塩渕 紫菜延（２年 香川・香川第一） 

                  予選 22秒75 自己ベスト                  

●男子 400ｍ  1位 49秒82 石井 英行（２年 兵庫・五色）        2位 50秒98 伊勢 翔太（２年 香川・櫃石）自己ベスト 

6位 52秒30 柴田 雄貴（２年 兵庫・福﨑西） 

●男子 110ｍＨ 6位 17秒19 西村 亮太（１年 兵庫・五色） 

●男子 400ｍＨ 2位 55秒18 伊勢 翔太（２年 香川・櫃石）自己ベスト  5位 58秒04 柴田 雄貴（２年 兵庫・福﨑西） 

●男子 4×100ｍＲ 1位 42秒28 ５連覇 

 中北 勇斗（２年 香川・丸亀南）石井 英行（２年 兵庫・五色）塩渕 紫菜延（２年 香川・香川第一）宮内 魁大（１年 兵庫・姫路灘） 

●男子 4×400ｍＲ 1位 3分23秒74 ５連覇 

宮内 魁大（１年 兵庫・姫路灘）松本 拓巳（１年 兵庫・加古川）伊勢 翔太（２年 香川・櫃石）石井 英行（２年 兵庫・五色） 

●男子 走高跳 2位  1ｍ92 織田 力 （２年 兵庫・花田）自己ベスト   5位  1ｍ75 木南 雄希（２年 香川・豊島） 

        7位  1ｍ65 秋山 洸司郎（１年 香川・中部） 

●男子 走幅跳 5位  6ｍ49 織田 力 （２年 兵庫・花田）自己ベスト 

●男子 三段跳 1位 13ｍ45 島田 智成（１年 兵庫・三原） 

●男子 砲丸投 2位 11ｍ70 小林 幸信（１年 広島・幸崎）自己ベスト   8位 10ｍ38 坂口 達哉（２年 奈良・光陽） 

●男子 円盤投 2位 35ｍ73 木村 仁紀（２年 兵庫・安室）        5位 33ｍ66 坂口 達哉（２年 奈良・光陽） 

●男子 ハンマー投 2位 34ｍ63 小林 幸信（１年 広島・幸崎）自己ベスト  

●男子 やり投 3位 55ｍ16 木村 仁紀（２年 兵庫・安室） 

●男子 八種競技 2位 4294点 西村 亮太（１年 兵庫・五色）       7位 3713点  玲央（１年 兵庫・飾磨中部） 

●女子 100ｍ  2位 12秒77 神田 響 （１年 兵庫・飾磨東）       3位 12秒85 梶田 愛海（２年 兵庫・姫路灘） 

                  予選 12秒70 自己ベスト                 予選 12秒69 自己ベスト 

●女子 200ｍ  1位 25秒90 吉田 果穂（１年 兵庫・姫路灘）       5位 26秒76 酒井 結衣（１年 香川・三野津） 

                                               予選 26秒54 自己ベスト 

        7位 26秒96 梶田 愛海（２年 兵庫・姫路灘）       8位 27秒28 神田 響 （１年 兵庫・飾磨東） 

                  予選 26秒64 自己ベスト 

●女子 400ｍ  1位 58秒75 吉田 果穂（１年 兵庫・姫路灘）自己ベスト 

●女子 800ｍ  1位 2分22秒10 杣友 華 （1年 兵庫・飾磨西） 

●女子 5000ｍＷ 4位 38分08秒17 中野 杏奈（１年 香川・大野原） 

●女子4×100ｍＲ 1位 48秒54 香川西歴代１位 

曽根 伊万里（２年 香川・仁尾）梶田 愛海（２年 兵庫・姫路灘）神田 響 （１年 兵庫・飾磨東）吉田 果穂（１年 兵庫・姫路灘） 

●女子4×400ｍＲ 1位 4分04秒21 

神田 響 （１年 兵庫・飾磨東）梶田 愛海（２年 兵庫・姫路灘） 酒井 結衣（１年 香川・三野津）吉田 果穂（１年 兵庫・姫路灘） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

●女子 走高跳 3位  1ｍ55 真鍋 杏実（１年 香川・三野津） 

●女子 走幅跳 4位  5ｍ20 曽根 伊万里（２年 香川・仁尾） 

●女子 三段跳 1位 11ｍ08 曽根 伊万里（２年 香川・仁尾）自己ベスト 

●女子 砲丸投 1位 11ｍ56 山本 怜奈（１年 兵庫・朝日） 

●女子 円盤投 1位 31ｍ92 山本 怜奈（１年 兵庫・朝日）自己ベスト 

●女子 七種競技 1 位 3126 点 真鍋 杏実（１年 香川・三野津） 


