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平成２７年度　さぬきっ子陸上競技大会 2 0 1 5年 1 1月 1 5日 (日 )

決 勝 一 覧 表

ピカラスタジアム

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子小学校４年 11/15 １００ｍ 三野　佑大 15.11 高橋　太和 15.15 佐々木　秀晟 15.29 尾﨑　厚太郎 15.37 上甲　那由汰 15.40 山崎　倫司 15.60 安藤　汰一 15.67 中田　涼介 15.70

勝間 林田 香川RTJ 宇多津 垂水 勝間 林田 観音寺

男子小学校５年 11/15 １０００ｍ 山﨑　陸斗  3:31.37 末澤　頼  3:31.84 松岡　知也  3:32.17 畑　太陽  3:34.16 野口　倫史  3:38.44 横井　駿樹  3:39.28 山地　章矢  3:43.87 宮武　大樹  3:48.90

志度 国分寺北部 国分寺北部 香川RTJ 財田中 林田 仁尾 滝宮

男子小学校６年 11/15 １０００ｍ 青木　貴也  3:08.45 山本　雅也  3:08.48 佐伯　亮哉  3:14.24 行天　陽虹  3:16.22 毛利　亮太  3:19.07 川西　巧晟  3:20.13 大谷　裕樹  3:20.70 鈴木　敦稀  3:22.14

香川RTJ 国分寺北部 下高瀬 粟井 四条 国分寺北部 宇多津北 四条

男子小学校５年 11/15 ｳﾞｫｰﾃｯｸｽｽﾛｰ 川崎　莉駒  46m63 岩田　空弥  43m99 山口　直央  40m68 髙島　蒼大  39m11 垣内　亮兵  37m13 藤井　洸鷹  36m95 大生　湧月  35m97 正木　和哉  34m64

財田中 国分寺北部 林田 宇多津 垂水 富熊 香川RTJ 林田

男子小学校４年 11/15 ４×１００ｍ 勝間  1:03.17 垂水  1:03.58 国分寺北部Ａ  1:03.63 観音寺Ａ  1:03.98 滝宮Ａ  1:04.74 富熊  1:04.81 志度  1:05.22 財田中  1:05.28

  西山　珀   佐藤　有悟   尾上　仁勇   大西　勇輝   高尾　勇羽   平池　彰英   十河　朋輝   白川　瑛大 

  三野　佑大   高尾　一輝   武下　侃巧   中田　涼介   有岡　優平   佐藤　比呂   多田　蒼真   宮本　将伍 

  山下　純和   山本　大悟   荒井　大知   浅野　光輝   木村　真琉   三谷　光輝   太田　燿羽   三野　司 

  山崎　倫司   上甲　那由汰   尾坂　夏輝   岩田　凌汰   志原　大介   髙井　蓮   長谷　捷希   小藪　禅木 

女子小学校４年 11/15 １００ｍ 高橋　ミア 15.56 春田　宏美 15.66 小山　葵 15.75 安藤　萌 15.87 坂東　ニコ 15.94 三谷　莉央 16.02 井戸　セレア 16.15 岡田　美咲樹 16.26

宇多津 宇多津 比地 比地 観音寺 志度 勝間 城乾

女子小学校５年 11/15 １０００ｍ 杉村　瑞稀  3:39.73 木村　彩葉  3:42.14 島本　彩佳  3:45.57 前田　咲来  3:51.14 廣瀬　愛姫  3:52.50 佐藤　花音  3:53.13 塩田　茉央  3:55.24 越智　陽菜  3:56.30

川津 志度 とらまるGO 財田中 国分寺北部 中讃JAC 香川RTJ 滝宮

女子小学校６年 11/15 １０００ｍ 大山　桜花  3:09.43 鳥越　蘭々花  3:13.44 大関　悠加  3:27.67 濱岡　鈴音  3:27.85 佐藤　綾花  3:42.40 原井川　華菜  3:42.55 工藤　菜々  3:44.84 樋笠　未奈  3:45.53

香川RTJ NER 川津 高篠 浅野 川津 四条 中讃JAC 麻

女子小学校５年 11/15 ｳﾞｫｰﾃｯｸｽｽﾛｰ 齋田　愛実  40m99 樋口　絵里奈  28m60 近藤　有羽  27m89 塩谷　美羽  25m33 山田　彩香  20m11 北山　穂の香  20m00

宇多津北 香川RTJ 岡田 香川RTJ 財田中 岡田

女子小学校４年 11/15 ４×１００ｍ 観音寺Ａ  1:03.38 宇多津  1:04.04 比地  1:04.06 志度  1:05.87 太田南Ａ  1:06.95 麻Ａ  1:07.00 滝宮  1:07.08 陶Ａ  1:07.41

  秋山　祐里佳   ｵﾋﾞｼﾞｱｸ 望有 ﾏﾘｱ   石井　歩夢   笠井　李柑   天羽　緋毬   大久保　梨虹   小田　かほり   福井　悠衣 

  坂東　ニコ   春田　宏美   小山　葵   三谷　莉央   井手　歩   田村　優依   木村　こと美   柳生　はる 

  大久保　聖菜   津谷　衣吹   秋山　琴葉   石田　菜瑠実   金本　玲来   岡根　柚花   岡田　菜央   奥田　涼世 

  高橋　花音   高橋　ミア   安藤　萌   津村　梨菜   松本　裕奈   前川　梓   上村　桃子   中尾　結衣 

凡例（NER:香川県小学校記録）


