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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 3/26 川原　拓也 11.26/+0.0

徳島市陸協・徳島

大屋　清真 玉野光南高・岡山 11.30/+0.0

苅谷　勇希　(3) 高知大・高知 11.30/-0.1

森澤　凛久　(1) 11.34/-0.1

NJ1高岡中・高知

中澤　大誓　(1) 11.37/+0.0

高知農高・高知

金丸　裕紀　(2) 11.38/+0.8

小津高・高知

山本　達也 11.40/+0.8

高知union・高知

中川　遼平 11.43/+0.5

高知陸協・高知

男子1
本目

１００ｍ 3/26 大屋　清真 11.25/-0.6

玉野光南高・岡山

岡田　和大 11.36/-0.7

玉野光南高・岡山

近藤　雄太 玉野光南高・岡山 11.39/-0.7

中澤　大誓　(1) 高知農高・高知

山本　達也 高知union・高知 11.40/-0.7

苅谷　勇希　(3) 高知大・高知 11.40/-0.6

大元　洸星 11.41/-0.6

玉野光南高・岡山

南部　泰明　(1) 高知農高・高知 11.48/-0.7

武政龍之介　(2) 土佐高・高知 11.48/-0.7

中屋　潤都　(1) 高知工高・高知 11.48/-0.6

男子2本
目

２００ｍ 3/25 黒川　至仁　(3) 22.49/+0.8

高知大・高知

寺本　　陸　(1) 22.75/+0.5

高知大・高知

大屋　清真 22.77/+0.4

玉野光南高・岡山

渡部　寛人　(1) 22.82/+0.8

愛媛大・愛媛

橋本　正大　(1) 22.89/+0.8

岡山商科大・広島

金丸　裕紀　(2) 22.92/+0.8

小津高・高知

大元　洸星 23.00/+0.4

玉野光南高・岡山

近藤　雄太 玉野光南高・岡山 23.03/+0.8

平田悠一郎　(1) 土佐高・高知 23.03/+0.4

１５００ｍ 3/25 中嶋　龍希　(1)  4:09.45

松山工高・愛媛

臼木翔惟瑠　(2)  4:09.72

高知高専・高知

村田真太郎　(3)  4:12.44

高知大・高知

佐田　海仁　(2)  4:14.53

後川中・高知

岡本  　魁　(2)  4:16.65

松山工高・愛媛

山崎　達哉  4:16.69

玉野光南高・岡山

濱口　夢楽　(2)  4:17.95

香我美中・高知

田井野啓介　(1)  4:20.99

小津高・高知

５０００ｍ 3/26 中島　健一 15:26.55

高知陸協・高知

村田真太郎　(3) 15:28.43

高知大・高知

山崎　達哉 15:28.48

玉野光南高・岡山

松本研太朗 15:30.28

善通寺自衛隊・香川

佐々木優一 15:47.67

ﾐﾛｸ陸上ｸﾗﾌﾞ・高知

上田　隆一 15:52.94

ﾐﾛｸ陸上ｸﾗﾌﾞ・高知

神崎　和貴 15:58.11

玉野光南高・岡山

田井野啓介　(1) 15:58.61

小津高・高知

走高跳 3/26 藤本　朋希 1m93

玉野光南高・岡山

藤原　宏太 1m80

玉野光南高・岡山

植野　文哉　(3) 1m65

伊野中・高知

武政　響也　(2) 1m56

城西中・高知

勝賀野遥斗　(1) 1m56

潮江中・高知

古田　高久　(2) 1m56

一宮中・高知

佐竹　来暉　(2) 1m53

一宮中・高知

池　　瑞樹　(2) 1m50

佐川中・高知

走幅跳 3/25 中川　遼平   7m09/+0.4

高知陸協・高知

村岡　雄也　(2)   6m38/+0.0

高知大・高知

坂本　拓海　(2)   6m28/+0.3

追手前高・高知

濱田　将吾　(3)   6m19/+1.6

高岡中・高知

山本　敦心　(2)   6m05/+0.3

追手前高・高知

原　　和史　(3)   5m97/+0.3

県立安芸中・高知

川渕　皐希　(2)   5m94/+0.4

岡豊高・高知

森尾　寧人　(1)   5m87/+0.5

追手前高・高知

砲丸投

(7.260kg)

3/26 森口　幸輝　(1)   8m86

高知大・高知

男子

砲丸投

(6.000kg)

3/26 竹崎　大将　(2)  14m12

高知農高・高知

山本　　望　(2)  11m02

岡豊高・高知

山田　陽也　(1)  10m88

高知農高・高知

仙頭　卓也　(1)  10m57

岡豊高・高知

花尾　康哉　(2)   9m96

岡豊高・高知

岡村康太郎　(1)   9m82

追手前高・高知

谷　  佳彦　(1)   9m31

高知農高・高知

谷  　佳紀　(1)   9m01

高知農高・高知

男子高
校

砲丸投

(5.000kg)

3/26 榮枝　隼人　(3)  11m02

高知中・高知

岡村　豊寿　(3)  10m18

高知中・高知

平井　琉斗　(1)   9m53

清水ヶ丘中・高知

髙田　宗度　(2)   9m35

鳶ヶ池中・高知

杉村　　一　(1)   8m87

大津中・高知

門脇　　優　(1)   8m34

一宮中・高知

横山　　改　(2)   7m73

西部中・高知

前田　佳穂　(1)   7m16

青柳中・高知

男子中
学

１００ｍ 3/25 川竹みのり　(3) 12.83/-0.4

高知大・高知

松林　玲佳 12.96/-0.4

MMG・高知

國塩　里奈 13.09/-0.4

玉野光南高・岡山

井田あゆ美　(2) 13.11/+0.3

郡山高・奈良

西原　　琳　(1) 13.18/-0.4

至学館大・高知

山中映莉華　(1) 13.21/+0.0

高知大・高知

多田羅奈々　(3) 13.23/-0.4

高知大・高知

原瀬　優花 13.23/-0.4

玉野光南高・岡山

女子1
本目

１００ｍ 3/25 川竹みのり　(3) 12.72/+0.9

高知大・高知

松林　玲佳 12.95/+0.9

MMG・高知

原瀬　優花 13.09/+0.9

玉野光南高・岡山

日浦　理子　(3) 13.16/+0.7

大津中・高知

井田あゆ美　(2) 13.16/+0.7

郡山高・奈良

國塩　里奈 13.22/+0.9

玉野光南高・岡山

西原　　琳　(1) 至学館大・高知 13.26/+0.9

藤高　陽香　(1) 済美平成高・愛媛 13.26/+0.7

女子2
本目

２００ｍ 3/26 川竹みのり　(3) 26.63/+0.4

高知大・高知

西原　　琳　(1) 26.64/+0.4

至学館大・高知

松林　玲佳 26.75/+0.3

MMG・高知

原瀬　優花 26.76/+0.4

玉野光南高・岡山

井田あゆ美　(2) 26.76/+0.4

郡山高・奈良

日浦　理子　(3) 26.90/+0.4

大津中・高知

田村　萌奈　(2) 27.05/+0.5

城西中・高知

濵田　沙弥　(1) 27.08/+0.5

土佐高・高知

１５００ｍ 3/25 三宅　紗蘭  4:39.38

玉野光南高・岡山

尾崎　　光　(1)  4:45.57

香我美中・高知

田辺　実優  4:52.88

玉野光南高・岡山

山神　渚夏  5:01.99

玉野光南高・岡山

森本三早紀  5:08.69

玉野光南高・岡山

川田　麻鈴　(2)  5:09.20

大方中・高知

西　　杏実　(1)  5:11.14

中村高・高知

朝日　佳奈　(2)  5:11.59

高知大・高知

３０００ｍ 3/26 三宅　紗蘭  9:42.77

玉野光南高・岡山

尾崎　　光　(1)  9:53.61

香我美中・高知

田辺　実優 10:28.18

玉野光南高・岡山

山神　渚夏 10:35.89

玉野光南高・岡山

大塚日乃莉　(2) 11:03.40

香我美中・高知

森本三早紀 11:04.02

玉野光南高・岡山

島田　照子　(3) 11:06.69

高知農高・高知

朝日　佳奈　(2) 11:07.11

高知大・高知

走高跳 3/25 久保みなみ　(4) 1m51

高知大・高知

土居　優衣　(1) 1m39

小津高・高知

谷脇　碧唯　(2) 1m39

清水中・高知

浦田　真奈　(1) 1m36

中村中・高知

宮本　雅野　(2) 1m33

日高中・高知

永野　涼花　(2) 県立中村中・高知 1m30

松本　芙希　(1) 土佐中・高知

式地未央莉　(2) 1m30

大方中・高知

走幅跳 3/26 山中映莉華　(1)   5m12/-0.5

高知大・高知

田村　萌奈　(2)   5m12/-0.4

城西中・高知

濱田　利紗　(1)   4m97/-0.5

高知工高・高知

小野　沙月　(3)   4m88/+0.0

県立安芸中・高知

和田みなみ　(1)   4m84/+0.0

宿毛高・高知

泉谷　真菜　(3)   4m75/-0.1

県立南中・高知

下元　愛琉　(1)   4m73/-0.7

高知高・高知

竹﨑　希未　(3)   4m59/+0.4

三里中・高知

砲丸投

(4.000kg)

3/26 神尾　ふく　(2)  10m11

西高・高知

宮脇なつき　(1)   8m12

幡多農高・高知

藤村　典加　(1)   7m85

高知農高・高知

山﨑　美怜　(1)   6m94

高知工高・高知

常徳ほのか　(1)   6m77

高知農高・高知

竹村　菜々　(1)   6m69

追手前高・高知

池川　藍霞　(1)   6m68

宿毛高・高知

武吉　柚飛　(1)   6m68

高知ろう/高・高知

女子

砲丸投

(2.721kg)

3/26 井上　未來　(3)  12m06

NGR県立南中・高知

松下千登世　(2)  10m29

大方中・高知

西川　　舞　(3)   9m46

城西中・高知

小野　萌愛　(3)   9m29

一宮中・高知

野島　琉花　(2)   9m15

須崎中・高知

岡村　葵陽　(1)   8m32

日高中・高知

西川　由起　(2)   8m30

日高中・高知

川島　真優　(2)   8m11

学芸中・高知

女子中
学

 3月25日 10:00 曇り  10.5℃   44％ 北東 1.6m/s

 3月25日 12:00 雨    10.5℃   56％ 北北西 1.2m/s

 3月25日 15:00 雨    10.0℃   68％ 北北東 0.5m/s

 3月26日 10:00 雨     9.5℃   86％ 北 2.8m/s

 3月26日 12:00 曇り  12.0℃   76％ 北北西 1.8m/s

 3月26日 15:00 曇り  11.5℃   81％ 北東 0.3m/s

凡例（NGR:大会新記録/ NJ1:高知県中学1年生新記録）


