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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 3/31 江國　隼斗 10.98/-0.2

岡山AC・岡山

森澤　凜久　(3) 10.99/+4.3

高岡中・高知

諏訪　裕祐 11.08/-0.2

岡山教員ｸﾗﾌﾞ・岡山

久家　大和　(1) 11.15/+4.3

高知農・高知

山本　達也 11.16/-0.2

高知union・高知

秋山　大祐 11.16/-0.2

岡山AC・岡山

黒川　至仁　(5) 11.16/+4.3

岡山大・高知

加藤　秀彬 11.18/-0.2

高知union・高知

男子1
本目

１００ｍ 3/31 江國　隼斗 10.86/+0.7

NGR岡山AC・岡山

諏訪　裕祐 10.92/+0.7

岡山教員ｸﾗﾌﾞ・岡山

秋山　大祐 10.93/+0.7

岡山AC・岡山

大原　勇人　(2) 11.05/+0.7

高知農・高知

山本　達也 11.06/+0.7

高知union・高知

橋本　大輝　(2) 11.10/+0.7

高知農・高知

森澤　凜久　(3) 11.15/+0.5

高岡中・高知

竹内　一歩　(3) 11.24/+3.2

学芸中・高知

男子2
本目

２００ｍ 3/30 大野　心碧　(1) 22.05/+0.1

土佐・高知

大原　勇人　(2) 22.14/+0.1

高知農・高知

中島　澪哉　(3) 22.18/+0.1

安芸・高知

諏訪　裕祐 22.42/-0.5

岡山教員ｸﾗﾌﾞ・岡山

久家　大和　(1) 22.70/+0.1

高知農・高知

西森　友哉　(2) 22.79/-0.5

土佐・高知

橋本　大輝　(2) 22.92/+0.1

高知農・高知

坂本　崇輔　(1) 22.93/-0.5

土佐・高知

１５００ｍ 3/30 石元　潤樹　(1)  4:04.74

小津・高知

三谷康一郎　(1)  4:04.99

高知大・高知

猪谷　進示　(2)  4:07.45

高知大・高知

江口　誠悟　(2)  4:07.55

中村中・高知

永田　政也　(1)  4:09.31

高知中央・高知

小出　橘平　(1)  4:09.34

高知中央・高知

岡田　篤典　(2)  4:10.44

高知大・高知

弘光　伶次  4:10.50

ﾐﾛｸ陸上ｸﾗﾌﾞ・高知

５０００ｍ 3/31 久保山紀年 15:27.17

善通寺自衛隊・香川

小出　橘平　(1) 15:32.76

高知中央・高知

猪谷　進示　(2) 15:33.27

高知大・高知

永田　政也　(1) 15:36.75

高知中央・高知

加藤　史也　(1) 15:54.60

安芸・高知

梅木　奏汰　(2) 15:59.56

高知中央・高知

三谷康一郎　(1) 16:13.05

高知大・高知

吉川　翔太　(2) 16:18.58

高知・高知

走高跳 3/31 菅沼　拓都　(4) 1m80

高知大・高知

福井勝二朗　(2) 1m75

附属中・高知

山﨑　龍世　(2) 1m71

岡豊・高知

岡田　侑大　(1) 1m65

岡豊・高知

武政　響也　(1) 1m62

岡豊・高知

依光　駿弥　(2) 1m59

鏡野中・高知

片岡　基紘　(2) 1m59

高知大・高知

松下　　零　(2) 1m56

一宮中・高知

走幅跳 3/30 中川　遼平   7m06/-2.3

高知陸協・高知

鍋島　　仁　(2)   6m54/-1.2

高知農・高知

今城　希怜　(3)   6m51/+0.0

窪川中・高知

野村　洸太　(1)   6m48/-1.1

同志社大・高知

江村　一輝　(2)   6m46/-0.3

安芸・高知

岡林　記矢　(2)   6m42/+0.0

高知農・高知

横山　維吹　(1)   6m34/-1.2

幡多農・高知

蛭子　誠矢　(3)   6m19/-0.5

岡山商科大・高知

砲丸投

(7.260kg)

3/31 高橋　克昌  11m03

山梨陸上・山梨

笠原　智行　(2)  10m16

高知大・高知

男子

砲丸投

(6.000kg)

3/31 奥宮　健太　(2)  11m53

高知・高知

竹内　里渡　(2)  11m40

幡多農・高知

髙田　宗度　(1)  10m61

小津・高知

谷　　康輔　(1)   9m64

高知農・高知

門田　航平　(2)   9m17

高知農・高知

伊與田零大　(2)   8m66

幡多農・高知

程内　大樹　(1)   8m41

岡豊・高知

岡田　祐汰　(2)   7m47

岡豊・高知

男子高
校

砲丸投

(5.000kg)

3/31 前田　佳穂　(3)  13m22

青柳中・高知

杉村　　一　(3)  11m91

大津中・高知

谷口　司穏　(2)  11m91

大津中・高知

髙坂　　蓮　(2)  11m26

大津中・高知

門脇　　優　(3)  10m99

一宮中・高知

福田　大河　(2)   9m53

日高中・高知

藤岡　磨音　(1)   8m21

城西中・高知

合田　匡杜　(1)   8m15

大津中・高知

男子中
学

１００ｍ 3/30 松林　玲佳 12.40/+0.2

NGRMMG・高知

島村　青空　(3) 12.70/+0.2

県立中村中・高知

小原　桃子　(2) 12.86/+0.2

岡豊・高知

山﨑　咲和　(2) 12.88/+0.2

中村中・高知

小白方莉央　(3) 12.94/+0.2

三里中・高知

友永　愛璃　(3) 13.08/+0.2

学芸中・高知

松下　　葵　(1) 13.14/+0.6

土佐・高知

寺田　天音　(1) 13.21/+0.2

高知・高知

女子1
本目

１００ｍ 3/30 松林　玲佳 12.46/+0.0

MMG・高知

小原　桃子　(2) 12.88/+0.0

岡豊・高知

山﨑　咲和　(2) 12.95/+0.0

中村中・高知

小白方莉央　(3) 13.02/+0.0

三里中・高知

友永　愛璃　(3) 13.08/+0.0

学芸中・高知

松下　　葵　(1) 13.11/+0.0

土佐・高知

矢野千賀子　(2) 13.43/+0.0

岡豊・高知

道中　彩華　(2) 13.43/+0.0

土佐・高知

女子2
本目

２００ｍ 3/31 松林　玲佳 25.53/+2.5

MMG・高知

小原　桃子　(2) 25.91/+2.5

岡豊・高知

島村　青空　(3) 26.32/+2.5

県立中村中・高知

山﨑　咲和　(2) 26.43/+3.2

中村中・高知

山本　美咲　(3) 26.57/+3.2

聖ｶﾀﾘﾅ学園・愛媛

友永　愛璃　(3) 26.73/+2.5

学芸中・高知

松下　　葵　(1) 26.74/+2.5

土佐・高知

中島　夢乃　(1) 26.89/+3.2

県立安芸中・高知

１５００ｍ 3/30 下總　彩夏　(1)  4:48.59

香長中・高知

嵐　　杏心　(2)  4:55.26

宿毛中・高知

尾崎　　光　(3)  4:58.81

香我美中・高知

福田　サラ　(2)  4:59.45

幡多農・高知

森国　　麗　(1)  4:59.70

小津・高知

白木ひなの　(2)  5:02.46

中村中・高知

吉松　真穂　(2)  5:03.03

大月中・高知

岡本　花凛　(2)  5:03.80

香長中・高知

３０００ｍ 3/31 下總　彩夏　(1) 10:26.16

香長中・高知

森野　純夏　(1) 10:31.87

高知大・高知

嵐　　杏心　(2) 10:45.41

宿毛中・高知

尾崎　　光　(3) 10:53.57

香我美中・高知

森国　　麗　(1) 10:54.45

小津・高知

德弘　紗奈　(1) 11:02.62

香長中・高知

岡本　花凛　(2) 11:13.46

香長中・高知

臼木　美紅　(2) 11:14.74

香我美中・高知

走高跳 3/30 松本　芙希　(3) 1m51

土佐中・高知

山本　音桜　(3) 1m48

県立中村中・高知

谷　　杏音　(1) 1m40

安芸・高知

博田　実来　(2) 1m36

三里中・高知

山本　和沙　(3) 1m35

一宮中・高知

田村　莉子　(2) 小津・高知 1m35

式地未央莉　(1) 土佐女・高知

小池まりも　(2) 1m30

中村中・高知

走幅跳 3/31 田村　萌奈　(1)   5m20/+1.4

追手前・高知

竹﨑　希未　(2)   5m19/+5.2

岡豊・高知

結城　心優　(1)   5m19/+1.9

高知中・高知

山下　和笑　(3)   5m08/+2.7

附属中・高知

松村　亜美　(3)   4m85/+2.4

学芸中・高知

谷　　青夏　(2)   4m83/+1.4

県立安芸中・高知

橋本　愛矢　(2)   4m76/+1.5

追手前・高知

松本　　夏　(1)   4m76/+5.3

ﾅｼ 土佐女・高知

砲丸投

(4.000kg)

3/31 井上　未來　(2)  10m20

南・高知

松下千登世　(1)   9m70

高知農・高知

中脇　美香　(2)   8m68

幡多農・高知

女子

砲丸投

(2.721kg)

3/31 岩見　琉音　(3)  11m48

北陵中・高知

岩見　奏愛　(1)   9m47

北陵中・高知

和田　優菜　(2)   8m85

一宮中・高知

岡村　葵陽　(3)   8m77

日高中・高知

中嶋　紗代　(2)   8m66

伊野中・高知

和田　七海　(3)   8m59

一宮中・高知

高田　和花　(2)   8m55

鳶ヶ池中・高知

北村　　萌　(2)   8m16

西部中・高知

女子中
学

 3月30日 10:00 雨    14.5℃   78％ 北西 0.1m/s

 3月30日 12:00 雨    14.0℃   94％ 北東 0.1m/s

 3月30日 15:00 晴れ  17.0℃   80％ 東 0.1m/s

 3月31日 10:00 晴れ  12.5℃   32％ 北西 3.5m/s

 3月31日 12:00 晴れ  13.5℃   25％ 南東 3.3m/s

 3月31日 16:00 晴れ  13.5℃   25％ 北西 2.0m/s

凡例（NGR:大会新記録/ ﾅｼ  なし）


