
日時 令和2年1月5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 池　修太 (6) 谷本　景介 (6) 中田　悠太 (5) 西山　宗司朗 (6) 久保　鷹之介 (6) 山本 昊良 (6) 船江陽斗 (6) 梶　文武 (5)

24 柞田小 4'28 柞田小 4'33 観音寺小 4'34 常磐小 4'43 豊田小 4'46 香川RT 4'47 大野原 4'48 香川RT 4'50

中学生男子 ２０００ｍ 安藤　慎太朗 (2) 次田　光希 (1) 河村　隼弥 (2) 藤岡　昊樹 (1) 近石　祐太 (2) 中川容斗 (2) 田中友皓 (2) 高橋　大和 (2)

69 大野原中 7'34 三豊中 7'50 高瀬中 7'54 詫間中 8'01 高瀬中 8'03 三野津中 8'09 三野津中 8'11 中部中 8'13

中学生男子 ３０００ｍ 柳生　琥珀 (2) 藤田大輝 (3) 神内　宗一郎 (2) 野口　恭吾 (2) 三宅　駿 (2) 安藤　陽飛 (2) 松岡優汰 (2) 山本　健慎 (2)

35 香川RT 10'08 三野津中 10'30 協和中 10'34 中部中 10'35 仁尾中 10'35 三豊中 10'49 三野津中 10'53 三豊中 10'59

一般高校男子 ３０００ｍ 齋藤　新大 (2) 安藤　成那 (1) 高橋　昂汰 (1) 杉山　侑奨 (2) 石川　誠也 (2) 秋山　紘一郎 (1) 中川　柊 (2) 豊澤　豊之助 (1)

38 観音寺総合 11'11 高瀬高校 12'00 観音寺第一 12'13 観音寺総合 12'13 観音寺第一 12'18 観音寺第一 12'24 観音寺総合 12'30 観音寺総合 12'30

壮年 ２０００ｍ 大路　敦史 神内　孝規 白川　敬三 柳澤　昌純 岡田香織 土井　由喜 #N/A #N/A

7 コスモテック（株） 7'43 0 9'00 笠田高教 9'18 松山楽走ｸﾗﾌﾞ 9'30 航空自衛隊 9'48 琴平高教 12'10 #N/A 11'51 #N/A 10'56

一般高校男子 ５０００ｍ 森川　凪 (2) 藤岡　駿之介 (2) 前川　尚紀 (2) 藤田　一輝 (2) 三好　功太郎 (1) 安藤　光汰朗 (2) 竹内　元 () 川上　侑也 (2)

13 観音寺総合 17'36 観音寺総合 17'39 観音寺第一 17'48 観音寺総合 18'14 観音寺総合 18'30 観音寺総合 18'39 綾川AC 18'54 観音寺総合 18'57

小学生女子 １０００ｍ 武藤　心温 (5) 中田　湖遥 (5) 津島莉歩 (6) 石川柚子 (6) 寺嶋　心音 (5) 大西　もか (6) 高橋　南帆 (5) 大塚　ゆず (5)

31 観音寺小 4'52 香川RT 5'02 大野原 5'08 大野原 5'12 香川RT 5'13 香川RT 5'13 柞田小 5'16 下高瀬小 5'16

中学生女子 18００ｍ 豊田　ひなた (2) 中田　真緒 (1) 田尾　愛里 (2) 田渕　菜々子 (1) 田尾　優亜 (1) 田中　羽海 (2) 村上　卯月 (1) 熊谷　由依 (2)

70 観音寺中 8'47 観音寺中 9'05 中部中 9'12 仁尾中 9'13 仁尾中 9'13 和光中 9'16 三野津中 9'18 大野原中 9'19

中学生女子 ３０００ｍ 大西　由菜 (1) 吉政　陽菜 (2) 吉田　のりか (2) 平賀　美優 (1) 石川　向日葵 (2) 細川　祐華 (2) 寺内　凪 (1) 露原　直央 (1)

24 中部中 11'21 中部中 11'43 観音寺中 12'18 仁尾中 12'28 大野原中 12'31 和光中 12'47 大野原中 12'54 和光中 13'02

一般高校女子 ２０００ｍ 石川　小波 (2) 米谷　咲八花 (1) 伊瀨　真衣 (1) 富山　双葉 (2) 田　真美 (3) 伊瀨　百香 (2) 秋山　優 (1) 尾池　葵 (2)

21 高瀬高校 8'55 高瀬高校 9'19 高瀬高校 9'20 観音寺総合 9'25 観音寺第一 9'28 高瀬高校 9'30 高瀬高校 9'32 観音寺総合 9'47

一般高校女子 ３０００ｍ 高橋　舞衣 岑永　凜花 古志　朱里 高橋　亜実 合田　千乃 秋山　紗奈 川田　洋美 #N/A

7 今治北 11'14 観音寺第一 12'47 高瀬高校 13'23 高瀬高校 13'23 高瀬高校 13'28 高瀬高校 14'501 綾川AC 15'41 #N/A 16'01

ファミリー １０００ｍ 白川　敬三 関　政幸 黒川　泰秀 大塚　まゆ 高科　雄 大西　まゆ 梶　秀門 渡邉　将矢

順位・記録は 白川　瑞歩 関　優菜 黒川　睦太 大西　来 高科　楓 大西　来 梶　千采 渡邉　奏佑

ありません 白川　千夏 関　遥人 神内　日苗 小野　晋平 高科　雪 山本　麟太郎 亀川　真規 亀川　亜希子

33 白川  雄大 神内　真穂 小野　颯介 山本　康平 亀川　絢音 亀川　美織

エントリー人数 372 亀川　大地
気象条件　９：００　天候　晴れ　気温7.1℃　湿度62％　風向　西北西　風速　0.5m/s　 大路敦史

大路悠真
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