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令和元年度さぬきっ子陸上カーニバル 2019年9月28日(土)
決勝一覧表

Pikara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9/28 １００ｍ 濱﨑　泰光 (4) 15.40 中田　将翔 (4) 15.44 上島　やまと (4) 15.45 竹田　翔 (4) 15.57 横井　宝 (4) 15.58 明神　蓮 (4) 15.68 川西　翔太 (4) 15.72 大澤　憂留杷 (4) 15.73

滝宮 -1.1 香川RTJ -0.4 香川RTJ -0.4 宇多津北 -1.4 屋島ｸﾗﾌﾞ -1.1 香川RTJ -0.4 香川RTJ -1.1 垂水 -2.5 
男子小学校５年9/28 １００ｍ 黒川　蒼介 (5) 13.68 宮武　壱心 (5) 14.15 大西　慧來 (5) 14.24 吉田　憲司 (5) 14.36 山地　悠翔 (5) 14.68 村田　嵐萬 (5) 14.71 岡田　コウ (5) 14.81 竹内　稜槻 (5) 14.81

山本 -1.0 観音寺 -1.0 香川RTJ -1.0 林田 -1.0 垂水 -1.2 四条 -1.2 YKSS -1.0 一ノ谷 -1.0 
男子小学校６年9/28 １００ｍ 宮野　晄雅 (6) 12.40 北島　陽 (6) 12.76 大江　謙信 (6) 13.05 井上　咲 (6) 13.42 椛島　日向 (6) 13.45 安西　恒靖 (6) 13.52 喜多　倖希 (6) 13.54 西口　晴 (6) 13.66

柞田 +3.2 香川RTJ +3.2 屋島ｸﾗﾌﾞ +3.2 大野原 +3.2 YKSS +2.7 川東 +3.2 川東 +3.2 宇多津 +3.2 
男子小学校５年9/28 １０００ｍ 中田　悠太 (5)  3:14.67 香川　利斗 (5)  3:18.84 梶　文武 (5)  3:26.14 村田　嵐萬 (5)  3:27.58 喜来　裕弥 (5)  3:38.44 山本　亜優夢 (5)  3:40.08 永江　嶺 (5)  3:40.52 日隅　空人 (5)  3:40.91

観音寺 豊原 豊原 四条 うずっこ 山本 下高瀬 坂出東部

男子小学校６年9/28 １０００ｍ 山本　昊良 (6)  3:23.61 鳴瀨　東光 (6)  3:27.20 世戸　琉斗 (6)  3:31.32 藤川　誉市 (6)  3:31.86 藤澤　真翔 (6)  3:35.30 久保　鷹之介 (6)  3:37.13 猪原　涼也 (6)  3:37.22 広崎　翔映 (6)  3:39.20
香川RTJ 直島 高室 大野原 YKSS 豊田 四条 比地

男子小学校５年9/28 ８０ｍＨ 片山　絢太 (5) 15.10 山本　朔大朗 (5) 15.13 氏家　瞬 (5) 15.86 宇川　太陽 (5) 15.89 真鍋　俊矢 (5) 16.33 前田　蒼斗 (5) 16.40 松田　隼士 (5) 16.41 矢野　海晴 (5) 17.19
豊田 -1.2 山本 -1.2 飯山北 -1.2 山本 -1.2 下高瀬 -1.2 松崎 -1.2 四条 -1.1 松崎 -1.1 

男子小学校６年9/28 ８０ｍＨ 鴨田　貴明 (6) 14.08 大澤　仁 (6) 14.20 大西　海輝 (6) 14.38 池　修太 (6) 14.61 ｲｸﾞﾋﾞﾆﾜﾚ　ｼﾞｮｴﾙ (6) 15.13 松井　拓望 (6) 15.39 山本　圭祐 (6) 15.49 篠原　逸希 (6) 15.64
上高瀬 -1.4 川津 -2.6 山本 -1.4 柞田 -1.4 香川RTJ -1.4 柞田 -1.4 宇多津北 -2.6 豊田 -2.6 

男子小学校４年9/28 ４×１００ｍ 香川RTJ  1:00.60 屋島ｸﾗﾌﾞ  1:02.14 大野原  1:03.11 垂水  1:03.17 柞田Ａ  1:04.12 粟井  1:04.23 財田  1:04.24 同順：吉津Ａ  1:04.24
  川西　翔太 (4)   入谷　晃生 (4)   豊澤　瑛斗 (4)   赤松　郁弥 (4)   高橋　輝一 (4)   眞鍋　大和 (4)   安藤　颯 (4)   米村　虹音 (4)
  中田　将翔 (4)   堀　倫乗 (4)   溝渕　智絆 (4)   中平　晧己 (4)   宮田　倫太朗 (4)   藤村　朔太郎 (4)   岡　泰壱 (4)   奥田　啓太 (4)
  明神　蓮 (4)   川前　有生 (4)   中野　瑞希 (4)   洲脇　圭登 (4)   高橋　歩希 (4)   大喜多　力 (4)   岡　樹壱 (4)   森　康太 (4)
  上島　やまと (4)   横井　宝 (4)   岡田　蓮 (4)   大澤　憂留杷 (4)   久保　晴心 (4)   宝田　大誠 (4)   近藤　碧音 (4)   山本　空 (4)

男子小学校５年9/28 ４×１００ｍ 山本Ａ 58.16 一ノ谷 59.55 YKSS  1:00.70 富熊  1:01.43 滝宮  1:01.80 大野原Ａ  1:02.00 観音寺Ａ  1:02.41 四条  1:02.52
  篠丸　虎太郎 (5)   白川　晴嵩 (5)   髙木　仁 (5)   加見　柚熙 (5)   越智　大晴 (5)   井上　魁 (5)   守谷　太希 (5)   澤田　蒼惟 (5)
  黒川　蒼介 (5)   竹内　稜槻 (5)   岡田　コウ (5)   月元　奏太 (5)   真部　愛輝 (5)   三谷　蓮 (5)   中田　悠太 (5)   溝口　拳梧 (5)
  山本　朔大朗 (5)   花尻　弥 (5)   大内　大志 (5)   室本　真吾 (5)   稲毛　暖導 (5)   久保田　康寛 (5)   荒川　敬 (5)   池下　子龍 (5)
  豊田　和津 (5)   大西　崇翔 (5)   矢野　快 (5)   田村　勇人 (5)   中元　快人 (5)   尾池　湊 (5)   谷本　蓮 (5)   松田　隼士 (5)

男子小学校６年9/28 ４×１００ｍ 大野原 53.59 柞田 53.85 香川RTJ 54.53 YKSS 56.27 財田 56.97 比地 57.43 一ノ谷 58.76 豊原 58.87
  井上　莉空 (6)   池　修太 (6)   山本　昊良 (6)   小原　悠人 (6)   稲田　匠吾 (6)   安藤　優太 (6)   下川　大輔 (6)   中川　優 (5)
  大久保　優心 (6)   宮野　晄雅 (6)   北島　陽 (6)   杉山　亘紀 (6)   安藤　蒼凱 (6)   道下　大輔 (6)   伊藤　小太郎 (6)   松島　佑真 (6)
  大山　遥光 (6)   松井　拓望 (6)   ｲｸﾞﾋﾞﾆﾜﾚ　ｼﾞｮｴﾙ (6)   樫　直翔 (6)   髙野　凌誠 (6)   細川　息吹 (6)   嶋田　一輝 (6)   鈴木　陽大 (6)
  井上　咲 (6)   好川　一生 (6)   布施　壮麻 (6)   椛島　日向 (6)   田中　大志 (6)   堤　勇人 (6)   田埜　翔大 (6)   熊本　愛都 (6)

女子小学校４年9/28 １００ｍ 渡辺　日向 (4) 15.66 桒嶋　琉夢 (4) 15.76 大島　瑠夏 (4) 15.81 上原　美咲 (4) 16.01 飯塚　真央 (4) 16.07 妙見　珂鳴 (4) 16.14 山田　愛紗 (4) 16.24 山上　愛結 (4) 16.26
とらまるSC -1.4 川東 -1.4 松崎 -0.3 国分寺北部 -1.4 下高瀬 -1.4 林田 -0.7 常磐 -1.4 富熊 -1.4 

女子小学校５年9/28 １００ｍ 前川　にこ (5) 14.06 大原　佳奈 (5) 14.58 小林　愛梨奈 (5) 14.80 谷本　結菜 (5) 14.90 尾崎　結菜 (5) 15.03 宮崎　璃音 (5) 15.17 篠原　萌生 (5) 15.22 渡邉　千依 (5) 15.22
屋島ｸﾗﾌﾞ +1.7 飯山北 +1.7 垂水 +1.7 YKSS +1.7 観音寺 +0.2 大野原 +1.7 常磐 +1.7 豊田 +0.2 

女子小学校６年9/28 １００ｍ 川人　悠菜 (6) 13.87 東　花織 (6) 14.20 藤田　美羽 (6) 14.81 紅粉谷　楓 (6) 14.89 香川　潤奈 (6) 14.90 楠本　千花 (6) 14.92 行天　紗那 (6) 14.94 本岡　虹空 (6) 14.96
香川RTJ +2.2 観音寺 +2.2 大野原 +1.0 YKSS +2.2 川津 +2.2 屋島ｸﾗﾌﾞ +2.2 観音寺 +2.2 一ノ谷 +1.0 

女子小学校５年9/28 １０００ｍ 武藤　心温 (5)  3:27.43 起　千紗 (5)  3:28.43 中田　湖遥 (5)  3:38.91 大塚　ゆず (5)  3:46.52 寺嶋　心音 (5)  3:48.04 高橋　南帆 (5)  3:56.51 横田　夢羽 (5)  3:57.85 清水　理琴 (5)  4:05.25
観音寺 垂水 香川RTJ 下高瀬 香川RTJ 柞田 YKSS 高室

女子小学校６年9/28 １０００ｍ 三野　花恋 (6)  3:35.13 鎌田　陽菜乃 (6)  3:36.15 合田　向日葵 (6)  3:37.07 橋本　心佑 (6)  3:37.73 大西　もか (6)  3:38.38 石山　萌由 (6)  3:40.44 篠原　舞 (6)  3:43.10 藤川　咲良 (6)  3:52.17
豊田 川津 柞田 直島 香川RTJ 観音寺 柞田 宇多津北

女子小学校５年9/28 ８０ｍＨ 小林　愛梨奈 (5) 14.07 新延　愛子 (5) 14.09 武藤　心温 (5) 14.23 藤川　愛菜 (5) 14.83 斎藤　朱里 (5) 15.06 角野　由奈 (5) 15.62 岩田　彩愛 (5) 16.50 森川　暖愛 (5) 16.66
垂水 -2.3 吉津 -2.3 観音寺 -2.3 大野原 -2.3 常磐 -2.3 宇多津 -2.3 香川RTJ -1.6 常磐 -1.6 

女子小学校６年9/28 ８０ｍＨ 佐藤　結月 (6) 13.97 高井　愛理 (6) 14.11 松本　春咲 (6) 14.70 川人　悠菜 (6) 14.88 村地　佑梨 (6) 14.94 福田　夕莉 (6) 16.13 鎌田　陽菜乃 (6) 16.18 新延　夏希 (6) 16.28
川津 -1.4 豊田 -1.4 常磐 -1.4 香川RTJ -1.4 富熊 -1.4 YKSS -1.4 川津 -1.2 吉津 -1.2 

女子小学校４年9/28 ４×１００ｍ 柞田Ａ  1:05.13 下高瀬  1:05.19 飯野Ａ  1:05.36 太田南Ａ  1:05.63 古高松南Ａ  1:05.81 城坤  1:05.83 国分寺北部  1:05.96 観音寺Ａ  1:06.13
  大福　ひばり (4)   石井　優芽 (4)   志賀　玲奈 (4)   野口　日咲乃 (4)   伊藤　百音 (4)   宮武　由奈 (4)   藤根　鼓陽 (4)   藤原　虹心 (4)
  久保　美咲 (4)   三木　菜乃佳 (4)   新井　久瑠海 (4)   宮崎　心芭 (4)   稲田　心々菜 (4)   千合　莉央 (4)   濵元　千空 (4)   河内　紫桜里 (4)
  大西　玲愛 (4)   前川　綺来 (4)   渡辺　月乃 (4)   田淵　陽莉 (4)   吉成　絢音 (4)   松尾　桃花 (4)   梶原　美璃亜 (4)   藤田　七海 (4)
  石山　結愛 (4)   飯塚　真央 (4)   橋本　瑠花 (4)   戸田　柚乃 (4)   木村　芽生 (4)   直井　彩純 (4)   上原　美咲 (4)   白川　瑞歩 (4)

女子小学校５年9/28 ４×１００ｍ 飯山北Ａ  1:00.67 常磐Ａ  1:01.35 柞田Ａ  1:01.85 YKSS  1:02.15 大野原Ａ  1:02.50 太田南Ａ  1:03.20 山本  1:03.54 一ノ谷  1:03.78
  外池　天希 (5)   大屋根　陽歩 (5)   高橋　南帆 (5)   角田　宏子 (5)   中田　杏 (5)   山本　侑奈 (5)   片桐　琉々 (5)   大西　萌香 (5)
  荒井　颯乙 (5)   斎藤　朱里 (5)   野口　ゆら (5)   北山　明莉 (5)   宮崎　璃音 (5)   田尾　娃来 (5)   大西　ゆき (5)   細川　結衣 (5)
  中野　咲恵 (5)   高橋　来伶亜 (5)   請川　心美 (5)   紅粉谷　葵 (5)   高橋　心咲 (5)   林　花音 (5)   藤田　かのん (5)   長谷川　海優 (5)
  大原　佳奈 (5)   篠原　萌生 (5)   高橋　知那 (5)   谷本　結菜 (5)   藤川　愛菜 (5)   小川　唯夏 (5)   白川　みりあ (5)   中野　璃花 (5)

女子小学校６年9/28 ４×１００ｍ 柞田Ａ 56.24 YKSS 58.68 一ノ谷 59.79 大野原 59.86 屋島ｸﾗﾌﾞ  1:00.08 川津  1:00.34 太田南Ａ  1:00.97 豊田  1:01.12
  高橋　美妃 (6)   福田　夕莉 (6)   荻田　櫻 (6)   大山　さくら (6)   田尾　優羽 (6)   濱田　ともみ (5)   丸田　澪音 (6)   金子　莉帆 (6)
  伊藤　綾音 (6)   紅粉谷　楓 (6)   本岡　虹空 (6)   藤田　美羽 (6)   楠本　千花 (6)   香川　潤奈 (6)   笠井　奈々 (6)   高井　愛理 (6)
  西川　理夢 (6)   村上　望亜 (6)   横内　夏帆 (6)   石川　柚子 (6)   白川　柚希 (6)   西村　侑華 (5)   福永　紗也 (6)   小林　蒼依 (6)
  澤紙　愛果 (6)   平井　日那 (6)   宮本　蓮 (6)   内林　愛 (6)   片山　千花 (6)   佐藤　結月 (6)   野口　日菜子 (6)   三野　花恋 (6)


