
日時 平成31年1月6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 石原　日向太 (6) 井下　僚介 (6) 川上　大智 (6) 池　修太 (5) 若本　琉惺 (6) 猪熊　世 (6) 谷本　硯 (6) 山本　蒼介 (6)

27 常磐 4'27 大野原 4'30 豊浜 4'40 柞田 4'41 綾川ＪＣ 4'42 綾川ＪＣ 4'49 綾川ＪＣ 4'50 下高瀬 4'57

中学生男子 ２０００ｍ 守谷　成純 (2) 横内康太 (2) 三好　洸瑠 (2) 三宅　勇輝 (1) 三枝　空 (2) 安藤　慎太朗 (1) 行天　隆也 (2) 谷口　元紀 (2)

86 中部中 7'44 豊浜中 8'03 中部中 8'05 仁尾中 8'06 三豊中 8'12 大野原中 8'14 中部中 8'18 三野津中 8'24

中学生男子 ３０００ｍ 行天　陽虹 (3) 柳生　琥珀 (1) 三好　龍和 (2) 石川　優真 (2) 藤田　大輝 (2) 大矢　拓夢 (2) 三宅　駿 (1) 横山　春陽 (1)

40 中部中 10'56 香川RT 11'03 豊中中 11'17 大野原中 11'33 三野津中 11'34 三豊中 11'37 仁尾中 11'40 大野原中 11'56

一般高校男子 ３０００ｍ 吉田　遥稀 (2) 吉田　堅信 (2) 齋藤　新大 (1) 藤川　大輝 (2) 岡田　朋樹 (1) 冨山　愛翔 (2) 三宅　純矢 (2) 石川　誠也 (1)

37 英明高 12'09 高瀬 12'18 観音寺総合 12'23 観音寺一 12'34 高瀬 12'41 高瀬 12'46 観音寺一 12'47 観音寺一 13'05

壮年 ２０００ｍ 大路　敦史 高橋　雄飛 三好　康彦 柳澤　昌純 河野　武一 梶原久美子 土井　由喜 #N/A

7 コスモテック（株） 7'49 自衛隊 8'25 香川ﾏｽﾀｰｽﾞ 8'48 松山楽走ｸﾗﾌﾞ 9'29 0 11'09 香川RT 11'42 琴平高教 11'51 #N/A 10'56

一般高校男子 ５０００ｍ 井下　大誌 (3) 宮崎　友揮 (3) 大谷　楓斗 (3) 横山　甚 (2) 藤岡駿之介 (1) 前川　尚紀 (1) 森川　凪 (1) 安藤光汰朗 (1)

20 尽誠学園 18'10 尽誠学園 18'15 尽誠学園 18'29 観音寺総合高 18'41 観音寺総合高 18'59 観音寺一 19'14 観音寺総合高 19'19 観音寺総合高 19'23

小学生女子 １０００ｍ 大西　由菜 (6) 村上　卯月 (6) 片山　ひかり (6) 清水　花梨 (6) 伊藤　綾音 (5) 荻田　ゆな (5) 高井　愛理 (5) 三野　花恋 (5)

24 柞田 4'57 下高瀬 5'04 柞田 5'05 常磐 5'20 柞田 5'26 常磐 5'28 豊田 5'34 豊田 5'35

中学生女子 18００ｍ 高橋　ひなた (1) 伊藤　瑚夏 (2) 安井　美澪 (1) 今井　京花 (2) 宇川　結芽 (1) 安藤　萌 (1) 真鍋　菜緒 (2) 森　　咲妃 (2)

90 中部中 8'29 中部中 9'04 高瀬中バド 9'07 大野原中 9'18 三豊中 9'23 高瀬中バド 9'23 仁尾中 9'24 高瀬中 9'25

中学生女子 ３０００ｍ 中野　ひかる (2) 島本　彩佳 (2) 吉政　陽菜 (1) 石川　向日葵 (1) 吉田　のりか (1) 細川　祐華 (1) 前田　咲来  (2) 小川　豊佳 (1)

38 大野原中 12'31 高松北中 12'32 中部中 12'36 大野原中 13'15 観音寺中 13'21 和光中 13'22 和光中 13'34 中部中 13'36

一般高校女子 ２０００ｍ 山地　紗弥香 (1) 秋山　玲奈 (2) 中川　雅 (2) 石川　小波 (1) 横山　華穂 (2) 富山　双葉 (1) 尾池　葵 (1) 樋笠　絢菜 (2)

24 観音寺一高 9'15 高瀬高 9'16 観音寺総合高 9'33 高瀬高 9'41 高瀬高 9'47 観音寺総合高 9'57 観音寺総合高 10'11 高瀬高 10'21

一般高校女子 ３０００ｍ 濱井　千夏 古志　朱里 川口　友唯 森　　華菜 秋山　紗奈 川田　洋美 岡田香織 #N/A

7 英明高 13'29 高瀬高 14'30 観音寺総合高 14'49 高瀬高 14'50 高瀬高 14'51 綾川AC 15'52 0 16'20 #N/A 16'01

ファミリー １０００ｍ 白川　敬三 関　政幸 森　昭博 大塚　ゆかり 高科　雄 神内　日苗 梶　秀門 渡邉　将矢

順位・記録は 白川　瑞歩 関　優菜 森　唯人 大塚　ゆず 高科　楓 神内　真穂 梶　文武 渡邉　奏佑

ありません 白川　千夏 尾藤　勝正 大塚　せな 高科　雪 小林　和美 梶　千采

25 白川  雄大 森　草介 小林　紗依

エントリー人数 425
気象条件　９：００　天候　曇り　気温3.8℃　湿度52％　風向　西北西　風速　1.2m/s　
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