
1位 2位 1位 2位

S57 22 白鳥 鶴尾 紫雲 香東 志度 香東 紫雲 白鳥

S58 23 桜町 仲南 牟礼 香東 香東 香川 紫雲 白鳥

S59 24 玉藻 桜町 香南 協和 香東 香南 紫雲 志度

S60 25 紫雲 桜町 光洋 協和 紫雲 香川一 山田 白鳥

S61 26 協和 桜町 白鳥 満濃 山田 一宮 大川 紫雲

S62 27 協和 白鳥 桜町 満濃 紫雲 一宮 香東 志度

S63 28 香東 桜町 満濃 協和 紫雲 協和 山田 龍雲

H元 29 牟礼 紫雲 山田 協和 紫雲 白鳥 土庄 龍雲

H2 30 仲南 山田 香東 大川 紫雲 大川 仲南 土庄

H3 31 協和 香東 光洋 桜町 協和 白鳥 勝賀 龍雲

H4 32 満濃 山田 白鳥 大川一 土庄 協和 紫雲 塩江

H5 33 香東 大川 協和 仲南 山田 大川 香東 香南

H6 34 香東 牟礼 三木 協和 協和 香東 紫雲 三木

H7 35 協和 香東 古高松 土庄 協和 香東 土庄 桜町

H8 36 屋島 香東 琴平 桜町 山田 協和 桜町 大川

H9 37 土庄 香東 白鳥 桜町 土庄 香東 協和 白鳥

H10 38 協和 満濃 古高松 白鳥 協和 香東 白鳥 観音寺

H11 39 土庄 満濃 琴南 協和 丸亀東 白鳥 協和 土庄

H12 40 大川 仲南 琴南 土庄 三木 丸亀東 協和 古高松

H13 41 山田 大川 仲南 丸亀東 協和 白鳥 天王 古高松

H14 42 仲南 琴南 協和 龍雲 土庄 協和 勝賀 丸亀東

H15 43 協和 香川一 土庄 香東 協和 土庄 大川 丸亀東

H16 44 仲南 山田 紫雲 丸亀東 龍雲 土庄 協和 山田

H17 45 紫雲 太田 丸亀東 協和 協和 紫雲 龍雲 天王

H18 46 紫雲 大川 屋島 琴南 協和 山田 土庄 三木

H19 47 山田 紫雲 白峰 協和 協和 土庄 白鳥 紫雲

H20 48 古高松 山田 屋島 土庄 山田 協和 紫雲 桜町

H21 49 協和 屋島 土庄 太田 屋島 大川 太田 満濃

H22 50 満濃 宇多津 太田 大川 大川 丸亀東 高松北 宇多津

H23 51 満濃 龍雲 紫雲 屋島 大川 紫雲 内海 土庄

H24 52 満濃 一宮 屋島 丸亀東 紫雲 満濃 大川 土庄

H25 53 満濃 協和 丸亀東 大川 山田 協和 大川 丸亀東

H26 54 満濃 龍雲 丸亀東 協和 丸亀東 山田 長尾 紫雲

H27 55 龍雲 丸亀東 山田 満濃 丸亀東 龍雲 満濃 玉藻

H28 56 龍雲 丸亀東 坂出 木太 龍雲 丸亀東 坂出東部 小豆島

H29 57 龍雲 山田 香東 坂出 龍雲 大川 坂出 桜町

H30 58 満濃 白峰 龍雲 大川 大川 龍雲 丸亀東 桜町

R元 59 満濃 白峰 香川一 木太 桜町 白峰 坂出 龍雲

R2 60

R３ 61 満濃 龍雲 丸亀東 長尾 龍雲 白峰 協和 桜町

中　止

栄光の記録　県総体入賞校（団体）

3位3位

年
度

回
数

男子 女子



S57 22 冨永 坂出中 河村 紫雲中 山田 紫雲中 藤井 白鳥中

S58 23 山内 仲南中 矢野 白鳥中 玉岡 紫雲中 合田 志度中

S59 24 藤井 紫雲中 東原 龍雲中 松本 桜町中 本田 紫雲中

S60 25 藤沢 光洋中 中井 桜町中 戸山 白峰中 諏訪 香南中

S61 26 平田 満濃中 坂口 仲南中 林 香川一中 木野戸 紫雲中

S62 27 牛島 紫雲中 松下 光洋中 三木 屋島中 村井 香東中

S63 28 竹下 仲南中 組橋 玉藻中 比嘉 白鳥中 真鍋 香東中

H元 29 武田 山田中 藤井 玉藻中 高木 協和中 田中 紫雲中

H2 30 藤沢 香東中 松本 香川一中 川西 紫雲中 梶原 協和中

H3 31 林田 香東中 木内 紫雲中 寺井 香東中 岸上 玉藻中

H4 32 福家 山田中 佐々木 山田中 高杉 勝賀中 岡崎 香東中

H5 33 小川 仲南中 木村 大川中 柏木 土庄中 濱崎 協和中

H6 34 山中 三木中 板倉 土庄中 岡崎 香東中 矢野 紫雲中

H7 35 谷 香東中 川井 紫雲中 溝渕 協和中 谷 土庄中

H8 36 白句 土庄中 矢野 桜町中 野崎 山田中 佐野 桜町中

H9 37 川上 牟礼中 小川 琴南中 久保 桜町中 冨山 大川中

H10 38 藤井 仲南中 四軒家 桜町中 葛西 協和中 漆原 山田中

H11 39 三原 満濃中 松岡 土庄中 山下 牟礼中 高木 仲南中

H12 40 三好 仲南中 谷 大川中 芳田 白鳥中 森下 白鳥中

H13 41 三宅 山田中 松本 牟礼中 石川 三木中 藤井 仲南中

H14 42 高地 仲南中 緒方 丸亀東中 瀧本 協和中 塩田 土庄中

H15 43 兼近 仲南中 友國 大川中 藤井 仲南中 島本 土庄中

H16 44 細川 山田中 山田 土庄中 中上 土庄中 島本 土庄中

H1７ 45 菊池 天王中 森髙 天王中 島本 土庄中 愿田 龍雲中

H1８ 46 山下 紫雲中 小川 大川中 福井 協和中 黒川 龍雲中

H19 47 雉鳥 山田中 港 土庄中 港 土庄中 和田美 協和中

H20 48 小松 古高松中 中山 白鳥中 和田 協和中 三宅 土庄中

H21 49 松尾 宇多津中 松本 屋島中 土居 香川誠陵中 坂本 土庄中

H22 50 伏見 協和中 金滝 協和中 土居 香川誠陵中 伊藤 白鳥中

H23 51 寒川 龍雲中 中岡 土庄中 西岡 香川一中 白井 満濃中

H24 52 森塚 満濃中 土居 香川誠陵中 大西 大川中 谷口 桜町中

H25 53 村上聖 満濃中 宮脇 大川中 三木 紫雲中 大坂 紫雲中

H26 54 江戸 満濃中 寒川 龍雲中 佐藤 丸亀東中 春木 香川第一中

H27 55 岩部 龍雲中 長尾 龍雲中 小川 丸亀東中 多田 龍雲中

H28 56 江戸 満濃中 岩部 龍雲中 多田 龍雲中 坂口 龍雲中

H29 57 福家 龍雲中 谷定 龍雲中 才田 龍雲中 田中 龍雲中

H30 58 吉倉 龍雲中 富永 満濃中 谷村 龍雲中 椎崎 龍雲中

R1 59 藤澤 白峰中 田中 龍雲中 楠瀬 山田中 宮本 桜町中

R2 60

R3 61 田中 龍雲中 椎崎 龍雲中 德田 坂出中 長尾 白峰中

中　止

－これより，団体優勝校の選手も個人戦に参加ができるようになる－

－これより，全国大会で個人戦も開催されるようになる－

優勝者 準優勝者

年
度

回
数 準優勝者優勝者

栄光の記録　県総体入賞者（個人）
男子 女子


