
 

 

長崎がんばらんば国体２０１４香川県代表決定！！ 

夏休み中に行われた、国体最終予選会で、少年男子Ａ１００ｍ 安倍 謙司（３年 香川・丸亀東）と 

少年男子Ｂ１００ｍ 石井 英行（１年 兵庫・五色）の２名の選手が香川県代表として１０月１８日から行

われる、長崎国体に出場することが決まりました。選手は、２日から県選手団として長崎県に入ります。 

１８日(土)、少年Ａ１００ｍ。１９日（日）、少年Ｂ１００ｍ。２０日（月）、４×１００ｍＲ（２名ともリ

レーメンバーに選ばれています）が行われます。応援のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ新チームとして臨む、県新人戦が今週末に行われます。それに先駆けて、姫路選手権に出場してきま

した。向かい風が強い中、自己ベストを出した選手、また勝負に競り勝った選手等、新人戦につながるいい大会

でした。 

国体最終予選 

●男子少年Ａ 100ｍ    1位 10秒70  安倍 謙司（3年 香川・丸亀東）          2位    10秒80 國包 新  （3年 兵庫・龍野西） 

              3位 10秒98  髙島 拓巳 (2年 兵庫・豊富)          5位     11秒08 内藤 洸太 (2年 兵庫・香寺) 

予選10秒95 自己ベスト                予選11秒00 自己ベスト 

●男子少年Ａ 400ｍ     3位 50秒54  内藤 洸太(2年 兵庫・香寺)自己ベスト   4位    51秒13 髙島 拓巳 (2年 兵庫・豊富) 自己ベスト 

                        7位 54秒65  田中 智久 （3年 兵庫・花田）          

●男子少年Ａ 400ｍＨ    2位 56秒65  田中 智久（3年 兵庫・花田）            4位 1分01秒43 河井 真也（3年 香川・中部） 

●男子少年Ａ 棒高跳  8位 4ｍ20  中西 健登（2年 兵庫・朝日） 

●男子少年Ａ 走幅跳  8位 6ｍ12 梶 直樹 （2年 香川・多度津） 

●男子少年Ａ やり投  8位 43ｍ98 竹村 勇二（2年 奈良・光陽） 自己ベスト 

●男子少年Ｂ  100ｍ   1位 11秒05  石井 英行(１年 兵庫・五色)            7位    11秒61 中北 勇斗（1年 香川・丸亀南） 

順位決定11秒01自己ベスト 

●男子少年Ｂ 110ｍJH    3位 16秒43 伊勢 翔太 （1年 香川・櫃石）       7位   18秒90 織田 力 （1年 兵庫・花田）   

●男子少年Ｂ 走幅跳    8位 5ｍ87  織田 力  （1年 兵庫・花田）   

●男子少年Ｂ 砲丸投   5位 10ｍ36  木村 仁紀（1年 兵庫・安室）自己ベスト    4位   10ｍ35 坂口 達也（1年 奈良・光陽）自己ベスト 

●男子少年共通 三段跳 5位 12ｍ74  中西 健登（2年 兵庫・朝日）             8位   11ｍ91 梶 直樹(2年 香川・多度津）自己ベスト 

●男子少年共通 円盤投 2位 39ｍ06  竹村 勇二（2年 奈良・光陽）自己ベスト  3位   32ｍ44 木村 仁紀(1年 兵庫・安室）自己ベスト 

                        5位 30ｍ81  坂口 達也 （1年 奈良・光陽） 

●女子少年Ａ  100ｍ   6位 12秒95  野中 つくし（2年 兵庫・五色） 

●女子少年Ａ  400ｍ   4位 1分01秒28  野中 つくし（2年 兵庫・五色） 

●女子少年Ｂ  100ｍ   8位 13秒25  梶田 愛海(1年 兵庫・姫路灘） 

●女子少年Ｂ 100ｍYH    1位 15秒92  曽根 伊万里（1年 香川・仁尾） 

姫路選手権 

●男子 １００ｍ  4位 10秒95 國包 新 （3年 兵庫・龍野西）     6位  11秒33 髙島 拓巳（2年 兵庫・豊富） 

●男子 ２００ｍ  5位 22秒62 髙島 拓巳（2年 兵庫・豊富）自己ベスト 

●男子 ４００ｍＨ 8位 56秒17 田中 智久（3年 兵庫・花田） 

●男子 走高跳   3位  1ｍ85 木南 雄希（１年 香川・豊島） 

●男子 棒高跳   2位  4ｍ60 中西 健登（2年 兵庫・朝日） 自己ベスト 

●男子 円盤投２ｋ 6位 33ｍ33 竹村 勇二（2年 奈良・光陽） 

●男子 ４×１００ｍＲ 1位 41秒94  大会４連覇 

  國包 新（3年 兵庫・龍野西）髙島 拓巳（2年 兵庫・豊富）溝淵 政人（2年 兵庫・五色）内藤 洸太（2年 兵庫・香寺） 

●男子 ４×４００ｍＲ 1位 3分15秒91 香川県高校歴代２位 大会２連覇 

  澤野 碧（3年 奈良・高田） 溝淵 政人（2年 兵庫・五色）中川 元気（3年 兵庫・五色）髙島 拓巳（2年 兵庫・豊富） 

●女子 ２００ｍ  3位 26秒33 野中 つくし（2年 兵庫・五色） 

●女子 ４×１００ｍＲ 4位 50秒16 

  曽根 伊万里（1年 香川・仁尾）野中 つくし（2年 兵庫・五色）梶田 愛海（2年 兵庫・姫路灘）増田 優衣（3年 香川・高瀬） 


