
日時 令和3年1月9日（土）

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

種別 種目

小学生男子 １０００ｍ 黒川　蒼介 (6) 大麻　源貴 (6) 梶 文武 (6) 真鍋　俊矢 (6) 秋山　廉 (6) 吉田　仰良 (6) 永江　嶺 (6) 高橋　輝一 (5)

17 山本RC 4'26 豊浜クラブ 4'45 香川RTJ 4'46 下高瀬小 4'48 柞田小 4'49 豊浜クラブ 4'57 下高瀬小 5'00 柞田小 5'01

中学生男子 ２０００ｍ 大西　陽哉 (2) 鴨田 貴明 (1) 田中　晴大 (2) 世戸　琉斗 (1) 脇坂　大輝 (2) 木下　凱斗 (2) 杉本　拓斗 (2) 秋山　瑞輝 (1)

62 詫間中 7'40 高瀬中 7'42 豊浜中 7'57 観音寺中 7'57 豊中中 8'02 三豊中 8'02 豊中中 8'09 観音寺中 8'11

中学生男子 ３０００ｍ 角田侑介 (2) 中見　海翔 (2) 長谷川空我 (2) 原　雅宗 (2) 川上　大智 (2) 池　修太 (1) 山本　蒼介 (2) 森 奏揮 (1)

28 高松一中 10'56 丸亀南中 11'05 高瀬中 11'09 三豊中 11'12 豊浜中 11'15 中部中 11'21 三野津中 11'25 高瀬中 11'29

一般高校男子 ３０００ｍ 高橋　昂汰 (2) 松岡　遼河 (1) 野島　健司 (2) 河村　奏汰 (2) 秋山　紘一郎 (2) 真鍋　光輝 (2) 橋田　慧 (2) 岩本　颯太 (1)

34 観音寺一 12'29 観音寺一 12'30 高瀬高 12'33 高瀬高 12'35 観音寺一 12'36 高瀬高 12'38 観音寺総合 12'39 観音寺総合 13'50

壮年 ２０００ｍ 小野善正 髙橋　雄飛 松下昌純 白川　敬三 岡田香織 土井　由喜 #N/A

6 新居浜楽走会 7'49 大野原町 8'25 香川ＳＴ 8'30 笠田高教 9'41 航空自衛隊 9'50 琴平高教 11'57 #N/A 10'56

一般高校男子 ５０００ｍ 大矢　拓夢 (1) 山本　康平 (1) 三好　功太郎 (2) 小林　暖喜 (1) 小野晋平 (33) 橋田　剛 (42) 平賀　凌 (2) 田尾　友希 (39)

10 観音寺総合 17’09 観音寺総合 17'58 観音寺総合 18'08 観音寺総合 18'15 三観陸協 18'52 松崎陸上部 19'07 高瀬高 19'27 松崎陸上部 19'45

小学生女子 １０００ｍ 武藤　心温 (6) 高橋　南帆 (6) 丸尾　華沙寧 (5) 大塚　ゆず (6) 英　桃子 (6) 野口　ゆら (6) 綾　美咲 (6) 萩原　二葉 (6)

19 観音寺小 4'58 柞田小 5'06 綾川ＪＣ 5'10 下高瀬小 5'13 鬼無小 5'23 柞田小 5'24 下高瀬小 5'35 綾川ＪＣ 5'29

中学生女子 18００ｍ 中田　真緒 (2) 田尾　優亜 (2) 石川　柚子 (1) 豊田　晄子 (1) 村上　卯月 (2) 小野 千音 (1) 森島　心咲 (1) 岸上　由依 (2)

52 観音寺中 9'01 仁尾中 9'03 大野原中 9'06 三野津中 9'08 三野津中 9'11 高瀬中 9'12 中部中 9'34 中部中 9'45

中学生女子 ３０００ｍ 大西　由菜 (2) 西宇　穂香 (1) 平賀　美優 (2) 川﨑　万結 (2) 寺内　凪 (2) 露原　直央 (2) 津島　莉歩 (1) 松浦はるか (2)

18 中部中 11'47 豊中中 12'46 仁尾中 13'10 三豊中 13'10 大野原中 13'20 和光中 13'39 大野原中 13'58 三豊中 14'15

一般高校女子 ２０００ｍ 今井　京花 (1) 近藤　花 (2) 伊瀨　真衣 (2) 石川　奈菜　 (1) 曽根　千鈴 (1) 真鍋　菜緒 (1) 井元　　彩 (1) 大西　夢七 (2)

12 高瀬高 9'16 観音寺一 9'33 高瀬高 9'45 高瀬高 9'46 高瀬高 9'48 高瀬高 9'51 高瀬高 9'54 高瀬高 9'57

一般高校女子 ３０００ｍ 中野  ひかる 森　陽菜 合田　千乃 松本　紗杏奈 土田　怜奈 #N/A

5 高瀬高 12'18 観音寺総合 13'29 高瀬高 14'01 観音寺総合 14'22 観音寺一 18'00 #N/A 16'01

ファミリー １０００ｍ 高科　雄 ソニック 黒川　泰秀 山本RC 梶　秀門 大麻　泰馳 豊浜クラブ 上島 久美子 別宮 貴仁 クリエアナブキ 樫原 征男 タダノ 久保 裕紀

順位・記録は 高科　雪 香川RTJ 黒川　睦太 山本RC 梶　千采 大麻　弘善 上島 みなと 香川RTJ 別宮 諒 香川RTJ 樫原 悠磨 香川RTJ 久保 貴壱 香川RTJ

ありません エントリー町田 拓也 段床 稔 白川　敬三 磯崎　久美子 次田　光希 渡邊　将矢 大塚　ゆかり 山本　麟太郎

32 町田 柚月 一宮小 段床 海季 香川RTJ 白川　瑞歩 磯崎　日快 次田　帆孝 渡邊　奏佑 大塚　せな 山本　蒼介

エントリー人数 295
気象条件　 9:00 -1.2　北西 4.5m/s

観音寺中学校・琴弾公園周辺コース
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