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令和４年度「讃岐っ子パワー みんなでチャレンジ」 実施要項 
 
１ ねらい 

 県内小学生を対象に、子どもたちが様々な運動遊びに取り組み、みんなで力を

合わせて記録に挑戦することを通して、運動への親しみや集団でかかわる楽しさ

や喜びを味わうとともに体力の向上を図る。 
 

２ 対  象  香川県内の小学校及び特別支援学校小学部児童  
 
３ 基本方針 

（１）  これまで実施してきた運動遊びの中から、「チャレンジ申請種目」と「授

業でチャレンジ種目」を設定し、子どもたちがペアやグループで取り組んだ

結果をチャレンジランキングとしてホームページに掲載する。 
（２）「授業でチャレンジ種目」は、授業の準備運動やドリルゲーム等として活用

し、各校の取組みの成果と課題の検証改善の一助とする。  
 

４ 主  催      香川県教育委員会  
 

５ 実施期間  令和４年１１月１日（火）～令和５年２月２８日（火）  
 
６ 実施種目  
 【チャレンジ申請種目】（詳細は「10 ルール説明 ４～６ページ」参照） 

 

 【授業でチャレンジ種目】（詳細は「10 ルール説明 ７～１１ページ」参照） 

ペア種目 グループ種目 

① こうご向きとび ① ソフトバレーボールパスラリー 

② ひっくりカンカン ② バスケットボール３分間シュート 

③ てつぼう・うんていぶら下がり ③ ドッジキャッチラリー 

 ④ みんなで馬とび５０ｍ 

⑤ ぞうきんがけリレー 

 

ペア種目 グループ種目 

① ドッジキャッチ ① ８の字大なわとび 

② キックパス ② れんぞく大なわとび 

③ れんぞく馬とび  
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※ 実施グループ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

７ 実施方法  

（１） 実施の期間、規模、時間帯、チャレンジ種目の選択などの取り組み方法について

は、友達と楽しく取り組めるよう学校の実情に合わせた実践を工夫する。 
 

（２） 児童の遊びや運動量を確保するため、児童の取組みが多くなるように支援する。 
 

（３） チャレンジ種目のルールを児童に十分周知し、実践する。 
 

（４）  記録の公認は、各種目のルールに従って実施し、実際に確認した記録を申請する。

なお、記録の公認については、実施方法を各学校で検討・工夫してよい。 
 

(５)  記録の申請は、学校で取りまとめて行う。 
 

（６） 実施期間中はいつでも申請できる。同種目を申請する場合は、記録を更新した場

合だけ申請する。 
 

（７） 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、文部科学省が作成した 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

（https://www.mext.go.jp/content/20220404-mxt_kouhou01-000004520_03.pdf）」に示す感染症

対策や体育の授業における留意事項を踏まえ、実施する。 

 
８ 実施上の注意 

（１）チャレンジ全体 

① チャレンジ種目のルールや注意を守って実施する。 

② れんぞく大なわとびのみグループの人数が異なるので、人数を確認してグルー

プ編成をする。 

③ 同種目に挑戦するときは、メンバー構成やグループ名を変えないで申請する。

（記録の更新時は、前回記録に上書きされる。） 

④ 各記録申請時の１人の児童の申請記録数は制限を設けないこととする。ただし、

同種目を申請する場合は、記録を更新した場合だけ申請する。 

 
【低】・・・１年のみ、２年のみ、１年と２年の混合グループ 
【中】・・・３年のみ、４年のみ、３年と４年の混合グループ 
【高】・・・５年のみ、６年のみ、５年と６年の混合グループ 
【全】・・・低・中・高学年をまたがっての複数学年でのグループ 
※ 学校の実態に合わせてペア・グループを編成し取り組む。 
※ チームワークが高まるようにペア・グループ・クラスに名前をつけて取り組む。 
※ 同じ学校内では、同じチーム名にならないようにする。 
※ 同じ種目に挑戦する場合は、同じチーム名、同じメンバーにする。 



- 3 - 

（２）ペア種目 
① ペア種目は、安全面から低・中・高学年のみの種目とする。 
② ペアの構成は、男女別、男女混合のいずれでもよい。 
 

（３）グループ種目 

① グループ種目のチャレンジは、運動量を確保できることを考えて、グループ作

りを行う。 
②  「８の字大なわとび」、「れんぞく大なわとび」は、教師が縄を回してもよい。 

 

９ 記録の申請 

（１）申請方法 

① 記録申請は、様式に必要事項を入力し、メールに添付して申請する。 
様式１・２については､チーム名､記録､学校名､学年のみを記入して申請する。 

 
② 添付ファイル名は、｢【学校名】讃岐っ子チャレンジ申請｣とする。 

※様式１・・・ ペア種目 
※様式２・・・ グループ種目 

 
 

（２）申請宛先 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）締め切り 

 

① １ヶ月に一度、記録を集計してランキングをホームページで公表する。 

 

② 最終締め切り 令和５年２月２８日（火） 

 

 

 

○「讃岐っ子パワー みんなでチャレンジ事務局」 

県教委保健体育課 学校体育担当  大麻あて 

○ ホームページのＵＲＬ 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/hokentaiiku/taiiku-sports/taiiku/schoolsports.html  

○ メールアドレス：hv4155@pref.kagawa.lg.jp 

                  （ｴﾙ） 

○ 添付ファイル名 ｢【学校名】讃岐っ子チャレンジ申請｣ 
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１０ ルール説明  

「チャレンジ申請種目」 
（ペア種目） 

 

ペア種目② キックパス 低・中・高 記録    回 

 

《ルール》 

・ ○ｍはなれた２本線の外から、１分間に何回キックパスできるかを数える。 
・ ボールは、かならず地面をころがるようにし、うかせてはいけない。 
・ パスされたボールは、かならず足で止めてからキックする。パスされたボールを直接けってはいけな

い。 
・ とどかないときやちがった方向にとんだときは、取りに行き、もとの場所へもどってキックする。(遠

くへころがったときは、手をつかってとってよい） 
・ とどかないときや方向がちがったときも回数に入れてよい。 
・ ラインの外からキックすること。ライン内でキックした数は数えない。 
・ 低―５ｍ、中―７ｍ、高―１０ｍ 

《ポイント》 

・ ボールは、サッカーボールまたは、ドッジボールを使う。 

ペア種目① ドッジキャッチ 低・中・高 記録    回 

 

《ルール》 

・ ○ｍはなれた２本線の外から、ノーバウンドでとどくように、１分間ボールを投げ合い、何回投げ
たかを数える。（とどかないときは、ラインをこえて取りに行ってもよい。キャッチミスやとどかな
かったときも回数に入れてよい） 

・ 投げるときは、ラインの外から投げる。  ・ラインをふんだときは、数に入れない。 
・ ボールはドッジボールを使う。      ・低―５ｍ、中―７ｍ、高―１０ｍ 

《ポイント》 

・ ドッジボールは、１、２、３号どれを使ってもよい。 
・ かたより上から投げる。（片手オーバースロー、手をそえるのはよい） 
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ペア種目③ れんぞく馬とび 低・中・高 記録    回 

 《ルール》 

・ とぶ人は、両足ふみきりで両手を馬の人のせな

かについて向こうがわにとびこえ、もとの場所

にもどる。 

・ 同じ場所から同じ方向に３０秒間に何回とべる

かを数える。 

・ 馬になった人と交代して、同じほうほうで３０

秒間に何回とべるかを数える。 

・ ２人の回数の合計が、ペアの記録となる。 

・ 馬になる人は、足をかたはばにひらき、両手で

足くびまたは、ひざをしっかりもち、あたまを

中に入れる。ひざは、ピンとのばす。 

《ポイント》 

・ 両足でふみきり、両手をついて、両足で着地。

はやさをきそって、ふみきりや手をつくのがち

ゅうとはんぱにならないよう気を付ける。 

・ 左の図のように、１本の線を引いて馬になる人

がその上に立ち、とぶ人はその線をまたいでふ

みきりと着地をする。 
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（グループ種目）               

グループ種目① 

８の字大なわとび 
低・中・高・全 

記録 

   回 

 

《ルール》 

・ ８の字とびが、３分間で何回とぶことができる

かを数える。 

・ なわを回す人は、先生でもよい。 

・ ひっかかったら、その数からつづけて数える。 

・ グループの人みんなが順番にとぶ。 

・ 人数は何人でもかまわない。 

《ポイント》 

・ 大きな声で数を数えあいながらとぶ。 

・ なわを回す人は、かわり合ってする。 

・ なわを回している状態から始めてよい。 

・ グループの半数までが同じメンバーの場合は、

同一チームとみなす。（申請の時、同一チームと

して申請してください） 

 

 

グループ種目② 

れんぞく大なわとび 
低・中・高・全 

A：７～11 人 記録 

   回 B：12～20 人 
 

《ルール》 

・ なわの中にならんだみんなが、れんぞくして何回

とぶことができるかを数える。 

・ なわの中でのならび方は自由。 

・ なわを回す人は、先生でもよい。 

・ 人数には、回す人もふくむ。 

《ポイント》 

・ 大きな声で数を数え合いながらとぶ。 

・ なわを回す人は、かわり合ってする。 

・ なわを回している状態から始めてよい。 

・ グループの半数までが同じメンバーの場合は、

同一チームとみなす。（申請の時、同一チームと

して申請してください） 
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「授業でチャレンジ種目」 
（ペア種目） 

ペア種目① こうご向きとび 
【活用できる授業内容】 

体つくり運動（体力を高める運動） 
記録    回 

 《ルール》 

・ ２人が、たがいちがいに向きをかえて立ち、１本のと

びなわのかたほうずつをもっていっしょにとぶ。 

・ ２人組なわとびでれんぞく何回とべるかを数える。 

《ポイント》 

・ いつも同じ方向に回すのではなく、回す方向をかえて

練習する。 

《授業での活用例》 

体つくり運動の用具などを用いる運動において、跳び

方を紹介し、その後他の跳び方の工夫へとつなげること

ができます。 

 

ペア種目② ひっくりカンカン 
【活用できる授業内容】 

全ての領域 
記録   回 

 

《ルール》 

・ ○ｍはなれた２本のラインの上においたあきカンを、２０秒間に１人で何回ひっくり返せるかを数え
る。ペアは、回数を数える。２０秒で交代する。 

・ ２人の回数の合計が、ペアの記録になる。 
・ カンが倒れたら、戻って立てる。 
・ 片足がラインをふむか、またぎこさないといけない。 
・ 低―５ｍ、中―７ｍ、高―１０ｍ 

《ポイント》 

・ あきカンには、プリンカップ１杯分の砂を入れ、ガムテープでふたをする。 
・ あきカンは、色テープなどで半分に色分けする。 

《授業での活用例》 

陸上運動やボール運動等の準備運動として活用することができます。チームのメンバーでペアを交替

することで、ゲーム的要素を取り入れ、楽しみながら準備運動を行うことができます。 
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ペア種目③ ぶら下がり 
【活用できる授業内容】 

器械・器具を使っての運動遊び、体つくり運動 
記録  秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《ルール》 

・両手でてつぼうやうんていにぶら下がり、足が地面から浮いている時間を記録する。 

・2 人の時間の合計がペアの記録になる。 
・片方の足の一部でも地面に触れてしまったら、交代する。 

《ポイント》 

・鉄棒やうんていの高さは自由とする。 

《授業での活用例》 

鉄棒を使った運動遊びにおいて「がんばりっこ」として競い合ったり、体つくり運動の体力を高める

運動として行ったりすることができます。ペアだけでなくグループの記録でも競い合うことで、ゲーム

的要素を取り入れ楽しみながら行うことができます。 

 

（グループ種目） 
グループ種目① 

ソフトバレーボールパスラリー 
【活用できる授業内容】 

ボール運動ネット型（ソフトバレーボール等） 
記録 

   回 
 

《ルール》 

・ ３ｍはなれたラインの外に立ち、パスが何回つづ

けられるかを数える。 

・ 向かいの人がパスをするまでは、ラインの外で待

ち、届かないときは前に出てパスをしてもよい。

（回数に入れてよい） 

・ 同じ人がつづけて２回いじょうふれてはいけな

い 

《ポイント》 

・ ソフトバレーボールの重さは、適切なものをえ

らぶ。 

・ ボールは、上半身で、あつかう。 

・ パスをしたら、自分がならんでいた列の後ろに

ならぶ。 

《授業での活用例》 

ボール運動のネット型において、ドリルゲームとして行うことができます。ボール操作技能の向上が

期待できるとともに、回数と勝敗とを関係づけることで、チームの課題をとらえ、課題の解決の仕方を

工夫することにつなげることができます。 
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グループ種目② 

バスケットボール３分間シュート 
【活用できる授業内容】 

ボール運動ゴール型（バスケットボール等） 
記録 

   回 
 《ルール》 

・ ２人組でボールを運び、３分間で何回シュート

を入れられるかを数える。 

・ ２人がハーフライン（ゴールから１０ｍ）から

ドリブルやパスで進み、シュートする。ゴール

下で、リバウンドを取り、次のハーフラインで

待っている人にパス、続けて同じように進みシ

ュートする。 

・ １回でシュートが入らないときは、１回だけリ

バウンドシュートができる。（どちらがシュート

してもよい） 

・ 「終わり」の合図がなった時、すでに放たれて

いるシュートが入れば、回数に入れる。 

《ポイント》 

・ リンクﾞの高さは、２ｍ６０㎝、ボールは５号ボ

ールを１個だけ使う。 

・ シュートは、交代でする。トラベリングに注意

する。 

 
 

グループ種目③ 

ドッジキャッチラリー 
【活用できる授業内容】 

ボール運動ゴール型（ハンドボール等） 

記録 

   回 
 

《ルール》 

・ ○ｍはなれた２本線の外から、３分間ボールを投げ合い、何回投げたかを数える。 

・ 相手の人にボールを投げたら、自分が並んでいた列の後ろにならぶ。 

・ 相手の人がパスをするまでは、ラインの外で待っている。とどかないときは、前に出てキャッチして

もよい。（キャッチミスや届かなかったときも回数に入れてよい） 

・ 投げるときは、ラインの外から投げる。（ラインをふんだときは、数に入れない） 

・ 低―５ｍ、中―７ｍ、高―１０ｍ、全―グルーフﾟの中で一番大きい学年のきょり 

《ポイント》 

・ かたより上から投げる。（片手オーバースロー、手をそえるのはよい） 

《授業での活用例》 

ボール運動のゴール型において、ドリルゲームとして行うことができます。ボール操作技能の向上と

ともに、回数と勝敗とを関係づけることで、チームの課題解決の仕方を工夫することにつなげることが

できます。 

 

《授業での活用例》 

ボール運動のゴール型において、ドリルゲーム

として行うことができます。ボール操作技能の向

上とともに、回数と勝敗とを関係づけることで、

チームの課題解決の仕方を工夫することにつなげ

ることができます。 
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グループ種目④ 

みんなで馬とび５０m 
【活用できる授業内容】 

体つくり運動（体力を高める運動）、器械運動（跳び箱運動） 
記録 

   秒 
 

《ルール》 

・ ５０ｍのきょりをれんぞく馬とびで全員がとび

終わるまで何秒かかるかをはかる。 

・ １人がスタートラインに立ち、あとの人は全員馬

になってならぶ。さいしょの人がスタートしたら

はかり始め、一番手前で馬になっていた人はすぐ

においかけるようにとんでいく。 

・ とぶ人は、両足ふみきりで両手を馬の人のせなか

についてむこう側にとびこえ、着地した場所から

ふみきる。（間を歩いたり、走ったりしてはいけ

ない。） 

・ 全部の馬をとんだ人は、最後の馬になる。最後に

馬をとぶ人の足が、ゴールラインをこえるまで馬

をつくる。 

・ 記録は、最後に馬をとぶ人の体全部がゴールライ

ンをこえたときまでの時間をはかる。 

《ポイント》 

・ けがをしないようにするために、馬になる人

は、両足をかたはばくらいに開き、両足首かひ

ざをもち、しっかりした馬をつくる。ひざは、

ぴんとのばす。 

・ ５０ｍの長さがとれない場所でするとき（体育

館など）は、２回までの折り返しコースをつく

る。折り返し点での馬の作り方は、ルール欄の

波線の部分と同じようにする。 

《注意》 

・ この種目は、ペア種目④や短い距離で練習して

から挑戦してください。 

・ この種目は、安全性を考え、全学年のチーム申

請は、設定していません。 

・ 記録は、１分 20 秒＝８０秒と表す。 

１／１０秒を切り上げし、整数で表す。 

《授業での活用例》 

体つくり運動の体力を高める運動において、力強い動き及び動きを持続する能力を高めるための運動

として行うことができます。また、器械運動の跳び箱運動につながる動きとして取り扱うこともできま

す。 
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グループ種目⑤ 

ぞうきんがけリレー 
【活用できる授業内容】 

全ての領域 
記録 

   回 
 

《ルール》 

・ ○ｍのきょりをぞうきんがけが、３分間に何人（一人、片道）できたかを数える。 

・ ３枚のぞうきんを使い、前の人のぞうきんがラインを越えたら、次の人がスタートする。 

・ 最後の人は、と中でも回数に入れる。 

・ 低―10ｍ、中―15ｍ、高―20ｍ 

《注意》 

・ かわいたぞうきんを３枚使用する。 

・ ライン付近ですれ違えるように、十分に横の間隔を広くとる。 

《授業での活用例》 

全ての授業での準備運動として活用することができます。時間内に何往復できるか競ったり、決めら

れた回数を往復するのにどれくらいかかるかなど、競走の仕方を工夫してゲーム的要素を取り入れるこ

とで、楽しみながら準備運動を行うことができます。 
 



８の字　大なわとび　高学年
種目 順位 チーム名 記録（回） 学校名

1 柞田小Aチーム 367 観音寺市立柞田小学校

2 ６年２組②チーム 358 観音寺市立柞田小学校

3 ６年１組①チーム 353 観音寺市立柞田小学校

4 ５年赤 352 観音寺市立柞田小学校

5 ６年１組②チーム 344 観音寺市立柞田小学校

6 ５年ピンク 340 観音寺市立柞田小学校

6 ６年２組①チーム 340 観音寺市立柞田小学校

8 カラフルダイナマイト 334 三豊市立勝間小学校

8 ５年白 334 観音寺市立柞田小学校

10 5年男子 332 まんのう町立満濃南小学校

11 ５年青 329 観音寺市立柞田小学校

12 5東　女子 326 丸亀市立飯山南小学校

13 ５年緑 323 観音寺市立柞田小学校

14 スーパースターコーポレーション 321 三豊市立勝間小学校

14 One for all 321 三豊市立勝間小学校

16 5西　男子 318 丸亀市立飯山南小学校

17 山本　６－２　黄 312 三豊市立山本小学校

17 5年女子 312 まんのう町立満濃南小学校

19 ６年生 296 高松市立塩江小学校

20 6年西組 295 まんのう町立満濃南小学校

20 ５年黄 295 観音寺市立柞田小学校

22 6年東組 294 まんのう町立満濃南小学校

23 6東　男子 287 丸亀市立飯山南小学校

24 山本　５－１　赤 285 三豊市立山本小学校

25 山本　５－２　黄 283 三豊市立山本小学校

26 6西　男子 281 丸亀市立飯山南小学校

27 チーム　キャモくん♡ 280 坂出市立加茂小学校

28 6東　女子 267 丸亀市立飯山南小学校

29 山本　６－１　赤 263 三豊市立山本小学校

30 5西　女子 262 丸亀市立飯山南小学校

31 屋島東小５年 260 高松市立屋島東小学校

31 ５東　Ｇ 260 坂出市立加茂小学校

33 山本　６－１　青 257 三豊市立山本小学校

34 ５年生 243 高松市立塩江小学校

35 ６年東組 239 坂出市立加茂小学校

36 6西　女子 232 丸亀市立飯山南小学校

37 山本　６－２　白 229 三豊市立山本小学校

38 屋島東小６年 228 高松市立屋島東小学校

39 山本　５－１　青 225 三豊市立山本小学校

40 5東　男子 214 丸亀市立飯山南小学校

41 千手観音 209 三豊市立勝間小学校

42 山本　５－２　白 183 三豊市立山本小学校

43 ＧＯ！ウエストジョシーズ 177 坂出市立加茂小学校

44 ＧＯ！ウエストダンシーズ 163 坂出市立加茂小学校

令和３年度 讃岐っ子パワーみんなでチャレンジランキング (確定版)

高
学
年



８の字　大なわとび　中学年

種目 順位 チーム名 記録（回） 学校名

1 3年東組 331 まんのう町立満濃南小学校

1 ４年黄 331 観音寺市立柞田小学校

3 ユニコーンズ 293 三豊市立勝間小学校

4 ミニオンズ 285 三豊市立勝間小学校

5 3年西組 280 まんのう町立満濃南小学校

6 ４年青 273 観音寺市立柞田小学校

7 ３年白 244 観音寺市立柞田小学校

8 山本　４－２　黄 238 三豊市立山本小学校

9 4年生 234 まんのう町立満濃南小学校

10 アベンジャーズ 226 三豊市立勝間小学校

10 ３年黄 226 観音寺市立柞田小学校

12 チーム不死鳥 222 三豊市立勝間小学校

13 3年赤 216 観音寺市立柞田小学校

14 ４年生 215 高松市立塩江小学校

15 ４年白 207 観音寺市立柞田小学校

16 ４年緑 205 観音寺市立柞田小学校

17 ４東　絆 202 坂出市立加茂小学校

18 ３年緑 198 観音寺市立柞田小学校

19 ３年ピンク 190 観音寺市立柞田小学校

20 山本　４－１　赤 185 三豊市立山本小学校

21 4西A 182 丸亀市立飯山南小学校

22 4年赤 180 観音寺市立柞田小学校

23 3東 176 丸亀市立飯山南小学校

23 ４年西組 176 坂出市立加茂小学校

25 4東A 171 丸亀市立飯山南小学校

26 4東B 167 丸亀市立飯山南小学校

27 やりきったチーム 166 坂出市立加茂小学校

28 屋島東小４年 165 高松市立屋島東小学校

29 山本　４－２　白 154 三豊市立山本小学校

30 ３年生 148 高松市立塩江小学校

31 山本　３－２　黄 136 三豊市立山本小学校

32 協力チーム 131 坂出市立加茂小学校

33 のびのびチーム 129 坂出市立加茂小学校

34 山本　３－２　白 120 三豊市立山本小学校

34 ４年ピンク 120 観音寺市立柞田小学校

36 ３年青 112 観音寺市立柞田小学校

37 山本　４－１　青 108 三豊市立山本小学校

38 山本　３－１　青 104 三豊市立山本小学校

39 屋島東小３年 102 高松市立屋島東小学校

40 4西B 97 丸亀市立飯山南小学校

41 3西 94 丸亀市立飯山南小学校

42 山本　３－１　赤 81 三豊市立山本小学校

令和３年度 讃岐っ子パワーみんなでチャレンジランキング (確定版)

中
学
年



８の字　大なわとび　低学年
種目 順位 チーム名 記録（回） 学校名

1 きらきらなかよしカラフルチーム 161 三木町立田中小学校

2 屋島東小２年 160 高松市立屋島東小学校

3 ２年青 157 観音寺市立柞田小学校

4 やさしさいっぱい 153 三豊市立勝間小学校

5 ２年緑 146 観音寺市立柞田小学校

6 ２年黄 135 観音寺市立柞田小学校

7 2年東組 128 まんのう町立満濃南小学校

8 山本　２－１　赤 118 三豊市立山本小学校

9 山本　２－１　青 117 三豊市立山本小学校

10 2年西組 110 まんのう町立満濃南小学校

11 スマイルチーム 107 三豊市立勝間小学校

11 ２年白 107 観音寺市立柞田小学校

13 山本　１－２　黄 101 三豊市立山本小学校

13 ２年ピンク 101 観音寺市立柞田小学校

15 2年赤 100 観音寺市立柞田小学校

16 パワフル２年生！ 98 坂出市立加茂小学校

17 山本　１－２　白 95 三豊市立山本小学校

18 きらきらチーム 94 三豊市立勝間小学校

19 １・２年生 93 高松市立塩江小学校

20 最強爆弾 92 三豊市立勝間小学校

21 山本　２－２　黄 88 三豊市立山本小学校

22 屋島東小１年 87 高松市立屋島東小学校

23 山小ガイナーズブルー 85 三豊市立山本小学校

24 山本にこにこたいよう 75 三豊市立山本小学校

25 1年西組 73 まんのう町立満濃南小学校

26 1年東組 71 まんのう町立満濃南小学校

27 スーパー１年生 69 坂出市立加茂小学校

28 １年ピンク 58 観音寺市立柞田小学校

29 1西B 54 丸亀市立飯山南小学校

30 1東B 53 丸亀市立飯山南小学校

30 2西 53 丸亀市立飯山南小学校

30 山本　２－２　白 53 三豊市立山本小学校

30 １年白 53 観音寺市立柞田小学校

34 １年黄 50 観音寺市立柞田小学校

35 2東 48 丸亀市立飯山南小学校

36 １年青 47 観音寺市立柞田小学校

37 1西A 45 丸亀市立飯山南小学校

38 １年緑 44 観音寺市立柞田小学校

39 1東A 38 丸亀市立飯山南小学校

40 1年赤 36 観音寺市立柞田小学校

令和３年度 讃岐っ子パワーみんなでチャレンジランキング （確定版）
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８の字　大なわとび 全学年

種目 順位 チーム名 記録（回） 学校名

1 屋島東小６班 182 高松市立屋島東小学校

2 ハニーイエローズ 180 まんのう町立満濃南小学校

3 ウィンディーリーフ 165 まんのう町立満濃南小学校

4 屋島東小５班 159 高松市立屋島東小学校

5 それいけ！ブルーレンジャー 139 まんのう町立満濃南小学校

6 屋島東小８班 138 高松市立屋島東小学校

7 かがやけ桜ピンキーズ 127 まんのう町立満濃南小学校

8 燃えろレッドホットファイヤー 126 まんのう町立満濃南小学校

9 屋島東小２班 119 高松市立屋島東小学校

10 あまくておいしいバニラーズ 110 まんのう町立満濃南小学校

11 屋島東小１０班 109 高松市立屋島東小学校

12 アクアマリン 107 まんのう町立満濃南小学校

13 トロピカルオレンジ 104 まんのう町立満濃南小学校

14 屋島東小７班 102 高松市立屋島東小学校

15 屋島東小１班 95 高松市立屋島東小学校

16 屋島東小９班 74 高松市立屋島東小学校

17 屋島東小４班 72 高松市立屋島東小学校

18 屋島東小３班 54 高松市立屋島東小学校

全
学
年

令和３年度 讃岐っ子パワーみんなでチャレンジランキング （確定版）



キックパス　高学年

種目 順位 チーム名 記録（回） 学校名

1 りゅうかずペア 26 三豊市立山本小学校

1 ゆうしゅんペア 26 三豊市立山本小学校

3 タイガースペア 25 三豊市立山本小学校

3 こうた＆はるきペア 25 三豊市立山本小学校

5 SATEペア 23 三豊市立山本小学校

6 とわかのペア 20 三豊市立山本小学校

6 あさひ＆みくペア 20 三豊市立山本小学校

8 ゆうももペア 19 三豊市立山本小学校

8 A＆Sペア 19 三豊市立山本小学校

10 るいあいペア 18 三豊市立山本小学校

10 まにペア 18 三豊市立山本小学校

10 はると＆とおまペア 18 三豊市立山本小学校

10 しょうはるペア 18 三豊市立山本小学校

10 MTペア 18 三豊市立山本小学校

10 ひめじゅりペア 18 三豊市立山本小学校

16 はじゆいペア 17 三豊市立山本小学校

16 こうそなペア 17 三豊市立山本小学校

18 さわかんペア 16 三豊市立山本小学校

18 スカイペア 16 三豊市立山本小学校

18 えみり＆めいペア 16 三豊市立山本小学校

18 K＆Mペア 16 三豊市立山本小学校

22 かげまなペア 15 三豊市立山本小学校

22 ひろゆずペア 15 三豊市立山本小学校

24 はるゆあペア 14 三豊市立山本小学校

24 えいきあペア 14 三豊市立山本小学校

24 みはこうペア 14 三豊市立山本小学校

27 はじいこペア 12 三豊市立山本小学校

27 のぶれいペア 12 三豊市立山本小学校

27 りくみさペア 12 三豊市立山本小学校

27 るいななペア 12 三豊市立山本小学校

27 ゆたゆづペア 12 三豊市立山本小学校

32 はるりさペア 11 三豊市立山本小学校

32 ２６ペア 11 三豊市立山本小学校

令和３年度 讃岐っ子パワーみんなでチャレンジランキング (確定版)
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連続馬とび　高学年

種目 順位 チーム名 記録（回） 学校名

1 SATEペア 33 三豊市立山本小学校

2 こうそなペア 30 三豊市立山本小学校

2 A＆Sペア 30 三豊市立山本小学校

2 こうた＆はるきペア 30 三豊市立山本小学校

2 ゆうしゅんペア 30 三豊市立山本小学校

6 えいきあペア 29 三豊市立山本小学校

7 りゅうかずペア 28 三豊市立山本小学校

8 かげまなペア 27 三豊市立山本小学校

8 みはこうペア 27 三豊市立山本小学校

8 まにペア 27 三豊市立山本小学校

11 るいななペア 26 三豊市立山本小学校

11 タイガースペア 26 三豊市立山本小学校

11 MTペア 26 三豊市立山本小学校

14 ひろゆずペア 25 三豊市立山本小学校

14 ゆたゆづペア 25 三豊市立山本小学校

16 ゆうももペア 24 三豊市立山本小学校

16 はるりさペア 24 三豊市立山本小学校

16 K＆Mペア 24 三豊市立山本小学校

19 とわかのペア 23 三豊市立山本小学校

19 さわかんペア 23 三豊市立山本小学校

19 はじいこペア 23 三豊市立山本小学校

19 えみり＆めいペア 23 三豊市立山本小学校

23 しょうはるペア 22 三豊市立山本小学校

24 のぶれいペア 21 三豊市立山本小学校

24 りくみさペア 21 三豊市立山本小学校

24 ２６ペア 21 三豊市立山本小学校

27 はるゆあペア 20 三豊市立山本小学校

27 るいあいペア 20 三豊市立山本小学校

27 はると＆とおまペア 20 三豊市立山本小学校

27 スカイペア 20 三豊市立山本小学校

27 ひめじゅりペア 20 三豊市立山本小学校

32 はじゆいペア 19 三豊市立山本小学校

33 あさひ＆みくペア 13 三豊市立山本小学校

高
学
年

令和３年度 讃岐っ子パワーみんなでチャレンジランキング (確定版)



ドッジキャッチ　高学年
種目 順位 チーム名 記録（回） 学校名

1 タイガースペア 30 三豊市立山本小学校

2 MTペア 29 三豊市立山本小学校

2 ゆうしゅんペア 29 三豊市立山本小学校

4 りくみさペア 28 三豊市立山本小学校

4 A＆Sペア 28 三豊市立山本小学校

6 みはこうペア 27 三豊市立山本小学校

6 りゅうかずペア 27 三豊市立山本小学校

8 とわかのペア 26 三豊市立山本小学校

9 さわかんペア 25 三豊市立山本小学校

9 SATEペア 25 三豊市立山本小学校

11 ゆうももペア 24 三豊市立山本小学校

11 こうた＆はるきペア 24 三豊市立山本小学校

13 るいあいペア 23 三豊市立山本小学校

14 はじゆいペア 22 三豊市立山本小学校

14 はじいこペア 22 三豊市立山本小学校

14 ゆたゆづペア 22 三豊市立山本小学校

14 スカイペア 22 三豊市立山本小学校

18 ひろゆずペア 21 三豊市立山本小学校

18 こうそなペア 21 三豊市立山本小学校

20 のぶれいペア 20 三豊市立山本小学校

20 あさひ＆みくペア 20 三豊市立山本小学校

22 るいななペア 19 三豊市立山本小学校

22 まにペア 19 三豊市立山本小学校

24 はるゆあペア 18 三豊市立山本小学校

24 かげまなペア 18 三豊市立山本小学校

24 えみり＆めいペア 18 三豊市立山本小学校

24 しょうはるペア 18 三豊市立山本小学校

24 ひめじゅりペア 18 三豊市立山本小学校

29 えいきあペア 15 三豊市立山本小学校

29 はるりさペア 15 三豊市立山本小学校

31 はると＆とおまペア 13 三豊市立山本小学校

31 K＆Mペア 13 三豊市立山本小学校

33 ２６ペア 11 三豊市立山本小学校

令和３年度 讃岐っ子パワーみんなでチャレンジランキング (確定版)
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