
日時 平成30年1月7日（日）

主催 主管：三豊市・観音寺市陸上競技協会 後援： 四国新聞社・観音寺市教育委員会・三豊市教育委員会 場所観音寺中学校・琴弾公園周辺コース

種別 種目

小学生男子 １０００ｍ 柳生　琥珀 (6) 横山　春陽 (6) 大西　勇輝 (6) 石原　日向太 (5) 高井　洸希 (6) 安藤　慎太朗 (6) 山下　純和 (6) 松岡　優汰 (6)

42 香川レーシング 4'24 大野原 4'33 観音寺 4'42 常磐小 4'45 豊田小 4'49 大野原 4'51 勝間 4'52 下高瀬小 4'57

中学生男子 ２０００ｍ 守谷　成純 (1) 安藤　成那 (2) 石井晴樹 (1) 神宮　健 (2) 篠原佳樹 (1) 杉本　侑也 (2) 橋田　慧 (2) 行天　隆也 (1)

128 中部中 7'31 三野津中 7'35 大野原中 7'37 三豊中 7'37 大野原中 738 #N/A 7'42 観音寺中 7'43 中部中 7'43

中学生男子 ３０００ｍ 行天　陽虹 (2) 山下　祥平 (2) 大久保　憲斗 (3) 石川優真 (1) 三好　龍和 (1) 平野　来桜 (1) 平賀　凌 (2) 塩田　龍憂 (1)

18 中部中 10'40 三豊中 11'09 観音寺中 11'12 大野原中 11'14 豊中中 11'42 三豊中 11'46 仁尾中 11'50 仁尾中 11'52

一般高校男子 ３０００ｍ 井下　惣太 (2) 伊藤　夢希斗 (2) 喜田　健太 (2) 三宅　純矢 (1) 矢野　栄心 (2) 米谷　啓吾 (1) 村上　詢太郎 (3) 合田　　壮汰 (1)

62 観一野球部 11'51 笠田 12'03 観音寺総合 12'05 観音寺一 12'11 笠田 12'12 観音寺一 12'14 高瀬高校 12'18 観一野球部 12'25

壮年 ２０００ｍ 大路  敦史 高橋  雄飛 三好　康彦 山地　章由 柳澤　昌純 河野　武一 土井　由喜 #N/A

7 コスモテック（株） 7'39 自衛隊 8'11 香川マスターズ 8'23 ㈱PALTAC 8'47 0 9'14 宇多津町 10'16 観一教員 11'09 #N/A 10'56

一般高校男子 ５０００ｍ 井下 大誌 (2) 木山 達哉 (2) 松岡 龍馬 (3) 木山 克哉 (2) 図子 翔也 (3) 篠原 功多 (2) 宮崎 友揮 (2) 多田 光佑 (2)

23 尽誠学園高 16'53 尽誠学園高 16'53 尽誠学園高 16'55 尽誠学園高 17'03 尽誠学園高 17'05 尽誠学園高 17'06 尽誠学園高 17'07 尽誠学園高 17'16

小学生女子 １０００ｍ 高橋　ひなた (6) 大西　由菜 (5) 大廣　七未 (6) 村上　卯月 (5) 石川　向日葵 (6) 田尾　愛里 (6) 小林　莉依 (6) 西宇　七海 (6)

33 柞田小 5'07 柞田小 5'09 豊浜小 5'11 下高瀬小 5'16 大野原 5'18 常磐小 5'18 豊田小 5'19 比地大小 5'20

中学生女子 18００ｍ 大西　咲綺 (2) 久保田　紗永 (2) 三谷　波奈 (2) 大西　茜 (2) 今井  京花 (1) 小山  菜月 (1) 合田　千乃 (2) 三井　莉々加 (2)

106 三豊中 9'13 三豊中 9'16 観音寺中 9'17 大野原中 9'19 大野原中 9'19 大野原中 9'20 豊浜中学校 9'22 仁尾中 9'23

中学生女子 ３０００ｍ 堀川　瑠南 (2) 中野ひかる (1) 島本　彩佳 (1) 岑永　凜花 (2) 橋本　華 (2) 礒野　心 (1) 河田　優月 (2) 山﨑　実玲 (2)

9 三豊中 17'43 大野原中 17'43 高松北中 17'52 中部中 18'23 三豊中 18'25 三豊中 18'54 仁尾中 19'53 綾歌中 19'57

一般高校女子 ２０００ｍ 安藤　晴香 (1) 秋山　玲奈 (1) 横山　華穂 (1) 矢野　愛優菜 (2) 田　真美 (1) 中川　雅 (1) 岡本　渚 (2) 樋笠　絢菜 (1)

24 高瀬 8'48 高瀬 9'16 高瀬 9'18 観音寺総合 9'19 観音寺一 9'31 観音寺総合 9'40 観音寺総合 9'48 高瀬 9'53

一般高校女子 ３０００ｍ 川口　唯 森　　華菜 川田　洋美 柴川　咲子 佐野　美夕 木下　由美 #N/A #N/A

6 観音寺総合 20'13 観音寺総合 20'13 綾川AC 21'29 観音寺総合 21'50 豊田小教 22'47 0 26'25 #N/A 15'49 #N/A 16'01

ファミリー １０００ｍ 秋山　千賀子 金子　茉央 白川　敬三 白川　千夏 武藤　由規 関　政幸 白石　剛一

順位・記録は 16 秋山　瑞輝 白川　瑞歩 白川　大晴 白川　瑞歩 武藤　心温 関　優菜 白石　一純

ありません 武藤　優心

エントリー人数 474
気象条件　９：００　天候　晴れ　気温3.8℃　湿度62％　風向　西北西　風速　2.2m/s　
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