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第第第第１１１１１１１１回回回回　　　　あったかあったかあったかあったか！！！！りょうまりょうまりょうまりょうま記録会記録会記録会記録会 決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表決勝一覧表
高知市陸上競技場高知市陸上競技場高知市陸上競技場高知市陸上競技場（（（（りょうまりょうまりょうまりょうまスタジアムスタジアムスタジアムスタジアム））））

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子1本目 3/25 １００ｍ 中西　　翔 10.74 大星　快太　(1) 10.90 小田　雅士　(1) 10.97 坂田　篤希　(1) 11.11 上野　和樹　(1) 11.37 古井　理也 11.38 齋藤　克弥　(1) 11.43 水町　海斗　(1) 11.44

井上ｽﾎﾟｰﾂ +2.5 高知大 +2.5 環太平洋大 +2.5 安芸高 +2.5 追手前高 +2.4 ＭＭＧ +0.5 岡豊高 +2.5 高知大 +2.5 

男子2本目 3/25 １００ｍ 中西　　翔 10.86 伊藤　雄大　(2) 11.23 坂田　篤希　(1) 11.24 古井　理也 11.24 黒川　至仁　(1) 11.37 山本　竜也　(1) 11.40 池田　　柾　(1) 11.44 上野　和樹　(1) 11.49

井上ｽﾎﾟｰﾂ +2.4 小津高 +2.4 安芸高 +2.4 ＭＭＧ +2.4 学芸高 +2.4 高知農高 +2.4 小津高 +4.2 追手前高 +1.9 

男子 3/24 ２００ｍ 矢野　琢斗　(2) 21.98 坂田　篤希　(1) 22.61 大星　快太　(1) 23.12 伊藤　雄大　(2) 23.14 小津高 +1.7 澤田　秀孝　(2) 23.15 苅谷　勇希　(1) 23.22 岡田　紘典　(2) 23.33

高知農高 +0.6 安芸高 +0.6 高知大 +1.7 伊藤　繁晃　(2) 23.14 西条高 +0.7 高知農高 +2.4 安芸高 +0.6 小津高 +1.7 

男子 3/24 １５００ｍ 藤原　一生　(2)  4:08.61 藤本　海生　(1)  4:09.08 井上　航希　(2)  4:09.92 福島　貴行　(2)  4:10.76 井本　　景　(3)  4:13.18 山本　航平　(2)  4:13.44 森田　優太　(1)  4:14.07 川添　公揮　(2)  4:15.38

高知農高 高知農高 八幡浜高 八幡浜高 附属中 八幡浜高 高知大 高知農高

男子 3/25 ５０００ｍ 山本　航平　(2) 15:12.80 久川　尚史　(2) 15:22.04 田邉　有彦 15:25.52 濱田　雅之　(1) 15:37.13 福島　貴行　(2) 15:45.15 森田　優太　(1) 15:46.73 水沼　群青　(1) 15:47.08 松本　　諒　(1) 15:47.83

八幡浜高 高知工高 幡多陸上ｸﾗﾌﾞ 八幡浜高 八幡浜高 高知大 八幡浜高 八幡浜高

男子 3/25 走高跳 三鍋　登宏　(6) 1m90 三上　健吾　(2) 1m85 有澤　拓人　(2) 1m75 大西龍之介　(1) 1m75 大西　悠太　(2) 1m71 谷　　　遼　(1) 1m70 平城　　柊　(3) 1m65 鶴田　真広　(1) 1m62

高知大 神戸大 高知大 高知農高 香北中 岡豊高 伊野中 伊野中

男子 3/24 走幅跳 岡林　隼矢　(2) 6m67 安永　貴裕 6m53 横山新太朗　(2) 6m49 齋藤　克弥　(1) 6m46 弘瀬　将利　(2) 6m27 宮本　晃平　(2) 6m26 中岡　　翼　(4) 6m16 奥村　隆斗　(2) 6m09

高知農高 +4.8 高知陸協 +2.9 追手前高 +2.9 岡豊高 +3.5 高知農高 +3.5 西高 +1.3 高知高専 +6.6 高知農高 +2.7 

男子 3/25 砲丸投 高橋　克昌　(3)  12m55 福冨　隼人　(4)   8m88

(7.260kg) 高知大 高知高専

男子高校 3/25 砲丸投 森田　賢志　(1)  12m52 堀尾　海人　(1)  11m00 森　　祐典　(1)  10m89 美濃　智宏　(1)   9m96 窪内　勘介　(1)   9m79 西森　　悟　(1)   9m76 上田　佳太　(1)   9m61 川窪　哲也　(2)   9m29

(6.000kg) 海洋高 岡豊高 追手前高 高知農高 高知農高 学芸高 高知農高 岡豊高

男子中学 3/25 砲丸投 新井　宏基　(3)  10m76 岡林　克弥　(2)  10m72 中嶋　麻人　(3)   9m41 山田　大生　(3)   9m34 川崎　功貴　(2)   8m35 濱田　拓実　(2)   8m18 筒井　悠弥　(2)   7m39 二神　良次　(1)   7m27

(5.000kg) 高知中 一宮中 伊野中 鳶ヶ池中 鳶ヶ池中 日高中 日高中 東予東中

女子1本目 3/24 １００ｍ 小原愛里菜　(2) 12.76 前田ひばり　(1) 12.88 林　　真結　(2) 13.05 松岡　聖香　(2) 13.13 渡邉恵里花　(1) 13.26 佐竹　真緒　(2) 13.27 藤田　玲奈　(1) 13.33 加志﨑莉乃　(2) 13.34

安芸高 +1.2 南高 +1.2 南高 +1.2 土佐高 +1.2 西条高 +1.4 南高 +1.2 須崎中 +2.0 南高 +1.2 

女子2本目 3/24 １００ｍ 小原愛里菜　(2) 12.77 前田ひばり　(1) 12.90 西原　　琳　(2) 13.11 松岡　聖香　(2) 13.16 佐竹　真緒　(2) 13.17 松本　万智　(1) 13.28 前田　美尋　(2) 13.33 仙頭　真菜　(2) 13.47

安芸高 +1.6 南高 +1.6 県立中村中 +1.6 土佐高 +1.6 南高 +1.6 中村高 +1.6 中村高 +1.6 安芸高 +1.2 

藤田　玲奈　(1) 13.47

須崎中 -0.6 

女子 3/25 ２００ｍ 小原愛里菜　(2) 26.63 林　　真結　(2) 26.93 笹岡　夏保　(3) 27.13 川竹みのり　(1) 27.15 学芸高 +2.7 久万夏南海　(2) 27.47 坂本実由季　(1) 27.91 菅　菜々美　(2) 28.10

安芸高 +2.7 南高 +2.7 学芸中 +2.7 前田ひばり　(1) 27.15 南高 +2.7 学芸高 +2.7 高知農高 +0.1 松山南高 +1.6 

女子 3/24 １５００ｍ 池本　　愛　(2)  4:35.05 清水　惇子　(2)  4:48.08 石川　愛海　(1)  4:54.69 安岡　見保　(1)  4:57.90 村上　真帆　(2)  4:58.75 平田　百恵　(2)  4:59.74 山下　厚美　(2)  5:02.73 山本　杏奈　(2)  5:03.06

中村高 八幡浜高 八幡浜高 八幡浜高 今治北高 岡豊高 半田中 宿毛中

女子 3/25 ３０００ｍ 池本　　愛　(2)  9:46.36 清水　惇子　(2) 10:11.97 村上　真帆　(2) 10:17.92 石川　愛海　(1) 10:19.14 安岡　見保　(1) 10:38.35 村上　瑠菜　(1) 10:44.19 平田　百恵　(2) 10:46.68 田中　麻由　(2) 10:48.14

中村高 八幡浜高 今治北高 八幡浜高 八幡浜高 八幡浜高 岡豊高 宿毛中

女子 3/24 走高跳 山沖　真菜　(2) 1m51 浜村ひかり　(1) 1m48 濱田あずさ　(3) 1m48 宮地萌々花　(3) 1m45 岡崎　真矢　(2) 1m45 門田　悠伽　(3) 1m40 附属中

県立中村中 中村高 城北中 伊野中 高知大 岡本　彩奈　(1) 1m40 高知大

藤田　　月　(2) 1m40 西部中

女子 3/25 走幅跳 松岡　聖香　(2) 5m20 徳広　志穂　(2) 5m11 山中映莉華　(2) 4m91 酒井　彩伽　(2) 4m79 吉本　桃子　(1) 4m79 矢野　楓香　(2) 4m77 松本　万智　(1) 4m71 久米　美穂　(3) 4m71

土佐高 +2.1 南高 +4.5 日高中 -0.5 追手前高 +2.9 南高 +3.8 西条高 +2.1 中村高 +2.6 土佐中 +1.1 

女子 3/24 砲丸投 橋本　千穂　(1)   9m86 村上　憂歌　(1)   9m24 出口あすか　(2)   9m11 近藤　　愛　(1)   7m02 岸　みずき　(1)   6m35 前田　夏奈　(2)   6m16

(4.000kg) 西条高 岡豊高 清水高 西条高 追手前高 岡豊高

女子中学 3/24 砲丸投 齋藤　友里　(2)  11m00 奥田　未来　(2)   9m89 橋村　音色　(3)   9m53 田村　美里　(2)   8m82 橋本　　華　(1)   8m81 大﨑　史織　(2)   8m58 大庭　夢見　(3)   8m19 山本　夏実　(2)   8m11

(2.721kg) 日高中 大月中 附属中 介良中 清水中 葉山中 鏡野中 清水中

気象状況 3/24　12:00現在 晴れ，13.0℃，34％，西の風 1.5m/s，
3/25　12:00現在 晴れ，10.5℃，29％，西の風 2.0m/s，


