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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 3/27 諏訪　裕祐 (M2) 11.05/+1.2

高知大・高知

江國　隼斗　(4) 11.07/+1.2

高知大・高知

元戎　勇斗　(2) 11.31/+0.4

高知大・高知

谷崎　具亮　(4) 11.37/+1.2

上武大・群馬

恒石　実大　(2) 11.40/+1.7

西高・高知

中村　一清　(2) 11.43/+1.2

土佐高・高知

山口　慶悟　(2) 11.46/+0.4

岡豊高・高知

石村　侑大 (M2) 11.48/+1.2

高知大・高知

男子1

本目

１００ｍ 3/27 諏訪　裕祐 (M2) 10.95/+1.3

高知大・高知

江國　隼斗　(4) 11.04/+1.3

高知大・高知

石村　侑大 (M2) 11.24/+1.3

高知大・高知

谷崎　具亮　(4) 11.32/+1.3

上武大・群馬

恒石　実大　(2) 11.44/+1.1

西高・高知

宮川　裕斗　(2) 11.46/+1.3

幡多農・高知

川村　海斗　(2) 11.48/+1.3

幡多農・高知

中島　澪哉　(3) 県立安芸中・高知 11.49/+1.3

奥野　勝巳　(2) 安芸桜ヶ丘高・高知

男子2本

目

２００ｍ 3/26 横山新太朗　(3) 22.24/-1.1

高知大・高知

諏訪　裕祐 (M2) 22.35/-1.1

高知大・高知

江國　隼斗　(4) 22.60/-1.1

高知大・高知

黒川　至仁　(2) 22.72/-1.1

高知大・高知

中村　一清　(2) 22.82/-1.1

土佐高・高知

元戎　勇斗　(2) 23.11/-1.1

高知大・高知

苅谷　勇希　(2) 23.23/-1.1

高知大・高知

石村　侑大 (M2) 23.31/-1.1

高知大・高知

１５００ｍ 3/26 中村　文哉　(3)  4:11.13

香我美中・高知

村田真太郎　(2)  4:12.36

高知大・高知

猪谷　進示　(2)  4:13.51

中村高・高知

三谷康一郎　(1)  4:15.64

追手前高・高知

坂井　隆志　(2)  4:16.11

高知大・高知

桑野　仁成　(2)  4:16.17

高知高専・高知

宮本　大也　(2)  4:17.67

津島中・愛媛

徳弘　直也　(3)  4:19.66

香長中・高知

５０００ｍ 3/27 久保山記年 15:13.85

善通寺自衛隊・香川

松本研太朗 15:29.00

善通寺自衛隊・香川

猪谷　進示　(2) 15:52.76

中村高・高知

村田真太郎　(2) 15:57.27

高知大・高知

山崎　祐輝　(2) 16:11.51

高知大・高知

小島　由典　(2) 16:17.32

岡豊高・高知

宮脇　佳宏 16:17.80

善通寺自衛隊・香川

伊勢脇厚哉　(4) 16:21.21

高知大・高知

走高跳 3/27 田中　佳祐　(2) 1m90

高知大・高知

境　　竜也 1m80

井上ｽﾎﾟｰﾂ・高知

豊川　雄輔　(4) 1m80

高知大・高知

久保　　潤　(2) 西高・高知 1m75

三上　健吾 大阪陸協・大阪

植野　文哉　(2) 1m70

伊野中・高知

三好　尚樹　(1) 中村高・高知 1m70

濱岡　竜斗　(1) 幡多農・高知

走幅跳 3/26 加納　楓斗　(3)   6m60/+1.9

学芸中・高知

恒石　実大　(2)   6m40/+1.1

西高・高知

蛭子　誠矢　(3)   6m15/+0.0

南高・高知

坂上　友介　(2)   6m11/+0.2

高知高・高知

坂本　省吾　(1)   6m01/-2.0

高知農・高知

中屋　潤都　(3)   5m76/+2.6

愛宕中・高知

植野　文哉　(2)   5m73/+1.3

伊野中・高知

坂本　崇輔　(1)   5m73/+1.9

土佐中・高知

砲丸投

(7.260kg)

3/26 野村　晋平　(2)  13m01

高知大・高知

男子

砲丸投

(6.000kg)

3/26 山本　　望　(1)  10m61

岡豊高・高知

橋本　海羅　(1)  10m12

安芸桜ヶ丘高・高知

梶原　隆成　(1)   9m64

安芸桜ヶ丘高・高知

寺村　康平　(2)   9m05

高知工・高知

男子高

校

砲丸投

(5.000kg)

3/26 恒石　楓太　(3)  11m32

県立安芸中・高知

山田　陽也　(3)  10m66

鳶ヶ池中・高知

別役　拓哉　(3)   9m98

鳶ヶ池中・高知

弘光　奎文　(2)   9m90

大津中・高知

岡林　　龍　(2)   9m59

大津中・高知

川村　　翼　(2)   9m56

鳶ヶ池中・高知

髙田　宗度　(1)   8m59

鳶ヶ池中・高知

伊尾木駿人　(1)   8m23

鳶ヶ池中・高知

男子中

学

１００ｍ 3/26 西原　　琳　(3) 12.71/+1.3

中村高・高知

松林　玲佳　(3) 12.92/+1.3

岡豊高・高知

多田羅奈々　(2) 13.13/+1.3

高知大・高知

日浦　理子　(2) 13.14/+0.5

大津中・高知

藤田　玲奈　(2) 13.22/+1.3

学芸高・高知

徳永　琴音　(1) 13.30/+1.3

安芸高・高知

矢野　七瀬　(2) 13.31/+1.3

済美平成高・愛媛

島田　照子　(2) 13.35/+0.6

高知農・高知

女子1

本目

１００ｍ 3/26 西原　　琳　(3) 12.77/-1.1

中村高・高知

松林　玲佳　(3) 13.00/-1.1

岡豊高・高知

多田羅奈々　(2) 13.07/-1.1

高知大・高知

日浦　理子　(2) 13.25/-1.1

大津中・高知

矢野　七瀬　(2) 13.30/-1.1

済美平成高・愛媛

徳永　琴音　(1) 13.33/-1.1

安芸高・高知

島田　照子　(2) 13.46/-1.0

高知農・高知

島崎　　葵　(2) 13.51/-1.0

土佐高・高知

女子2

本目

２００ｍ 3/27 西原　　琳　(3) 25.77/+2.2

中村高・高知

川竹みのり　(2) 26.34/+2.2

高知大・高知

徳永　琴音　(1) 27.07/+2.2

安芸高・高知

矢野　七瀬　(2) 27.13/+2.2

済美平成高・愛媛

島田　照子　(2) 27.16/+2.2

高知農・高知

日浦　理子　(2) 27.39/-0.4

大津中・高知

島崎　　葵　(2) 27.46/-0.4

土佐高・高知

大岩　真由　(2) 27.60/+2.2

東予東中・愛媛

１５００ｍ 3/26 澤本沙久羅　(3)  4:40.06

香長中・高知

徳弘　亜衣　(1)  4:52.34

香長中・高知

弘光　美紅　(3)  4:52.71

香長中・高知

山下夕里奈　(2)  4:58.44

香長中・高知

尾﨑　美保　(2)  4:58.92

香長中・高知

山下　美海　(2)  4:59.65

香長中・高知

酒井　彩音　(2)  5:03.42

香長中・高知

西　　杏実　(3)  5:04.20

県立中村中・高知

３０００ｍ 3/27 澤本沙久羅　(3) 10:07.30

香長中・高知

徳弘　亜衣　(1) 10:18.70

香長中・高知

弘光　美紅　(3) 10:37.19

香長中・高知

山下　美海　(2) 10:47.92

香長中・高知

山下夕里奈　(2) 10:51.34

香長中・高知

尾﨑　美保　(2) 10:55.02

香長中・高知

岡田そよか　(1) 10:58.52

香長中・高知

朝日　佳奈　(1) 10:59.59

高知大・高知

走高跳 3/26 久保みなみ　(3) 1m57

高知大・高知

池知　朋美　(3) 1m54

土佐女中・高知

中野　朱理　(1) 1m51

宿毛高・高知

平野　円彩　(2) 1m40

西土佐中・高知

山本　玲奈　(3) 1m40

県立中村中・高知

安田亜由莉　(2) 1m35

中村高・高知

田中　美鈴　(2) 1m35

松山商・愛媛

藤田まあり　(2) 大方中・高知 1m30

新川　真由　(2) 岡豊高・高知

小原　桃子　(2) 大栃中・高知

走幅跳 3/27 山中映莉華　(3)   5m08/+1.2

岡豊高・高知

小野　鮎美　(2)   4m71/+0.1

中村中・高知

清水　　光　(2)   4m64/+2.3

小津高・高知

奥村　奈生　(3)   4m61/+0.1

北ノ川中・高知

田村　萌奈　(1)   4m60/+0.4

城西中・高知

宗石実珠綺　(1)   4m55/-0.0

鏡野中・高知

山﨑　由菜　(3)   4m53/+4.3

県立南中・高知

後藤田　和　(2)   4m51/+0.4

西高・高知

砲丸投

(4.000kg)

3/27 齋藤　友里　(3)  13m20

追手前高・高知

安田亜由莉　(2)   8m67

中村高・高知

神尾　ふく　(1)   8m54

西高・高知

山田　和奏　(2)   7m77

高知農・高知

竹松　理菜　(2)   7m76

宿毛高・高知

平島　美海　(2)   7m33

済美平成高・愛媛

勝島　　優　(2)   7m23

宿毛高・高知

女子

砲丸投

(2.721kg)

3/27 北岡沙耶香　(3)  12m03

NGR鳶ヶ池中・高知

山本　玲奈　(3)  11m93

NGR県立中村中・高知

種田　楓子　(3)  11m44

NGR鳶ヶ池中・高知

井上　未來　(2)  11m27

NGR県立南中・高知

池知　朋美　(3)   9m08

土佐女中・高知

松下千登世　(1)   8m83

大方中・高知

小野　萌愛　(2)   8m58

一宮中・高知

山崎万耶子　(3)   7m54

土佐女中・高知

女子中

学

 3月26日 10:00 晴れ  11.5℃   35％ 東 1.3m/s

 3月26日 12:00 晴れ  13.5℃   25％ 南南西 0.1m/s

 3月26日 15:00 晴れ  14.0℃   32％ 南 0.1m/s

 3月27日 10:00 晴れ  12.5℃   60％ 南東 0.4m/s

 3月27日 12:00 晴れ  15.5℃   45％ 南東 2.4m/s

 3月27日 16:00 晴れ  15.0℃   44％  0.0m/s

凡例（NGR:大会新記録）


