
第第第第 11回回回回  高知市陸上競技高知市陸上競技高知市陸上競技高知市陸上競技カーニバルカーニバルカーニバルカーニバル 入賞者一覧表入賞者一覧表入賞者一覧表入賞者一覧表
(1日目)12:00現在の気象状況　晴れ，23.5℃，59％，西南西の風1.5m／(2日目)12:00現在の気象状況　雨，20.5℃，86％，北の風0.4m 平成２２年１０月２３日(土)，２４日(日) 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

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

23日 １００ｍ 齋藤　克弥　(3) 11.58 苅谷　勇希　(3) 11.72 黒川　至仁　(3) 11.78 吉村　将汰　(3) 11.90 上岡　幸司　(3) 11.99 小原　康平　(3) 12.03 竹村　太希　(3) 12.09 秦泉寺慎太郎(3) 12.19

風:+0.2 介良 県立安芸 学芸 朝倉 土佐塾 県立安芸 土佐塾 西部

24日 ２００ｍ 苅谷　勇希　(3) 23.51 荒木　勇貴　(3) 24.21 小原　康平　(3) 24.25 黒川　至仁　(3) 24.36 上岡　幸司　(3) 24.47 竹村　太希　(3) 24.87 桑原　俊樹　(3) 24.97 野本　貴裕　(3) 25.15

風:+0.1 県立安芸 土佐 県立安芸 学芸 土佐塾 土佐塾 学芸 学芸

23日 ４００ｍ 熊澤　弘樹　(3) 54.51 荒木　勇貴　(3) 55.65 河口　凌大　(3) 55.95 前田健太郎　(3) 56.39 堀川　滉介　(3)  1:01.44 鈴木　賀斐　(2)  1:02.40 米倉　棟皓　(2)  1:05.15

潮江 土佐 西部 西部 朝倉 西部 鏡野

23日 １５００ｍ 宗光　由祐　(3)  4:17.98 榊　壮一郎　(3)  4:27.99 山下　誠人　(3)  4:37.63 横川　恒助　(3)  4:41.16 岡﨑　一樹　(3)  4:42.48 黒木　幹太　(3)  4:46.59 明石　侑也　(2)  4:48.96 和田　直也　(2)  4:54.40

春野 NGR 鏡野 学芸 高岡 土佐塾 西部 鏡野 鏡野

24日 ３０００ｍ 宗光　由祐　(3)  9:18.23 榊　壮一郎　(3)  9:19.97 細川　尚也　(3)  9:29.25 島田　舜平　(3)  9:29.48 弘光　伶次　(3)  9:38.30 小松　拓矢　(2)  9:44.60 岡﨑　一樹　(3)  9:46.68 高杉　洋平　(2)  9:49.23

春野 NGR 鏡野 NGR 香長 香長 香長 香長 土佐塾 香長

24日 １１０ｍＨ 河口　凌大　(3) 17.01 秦泉寺慎太郎(3) 17.27 光岡　諒彦　(1) 19.63 横田　尚也　(2) 20.10 檜垣　侑揮　(1) 21.06 久光　昂大　(2) 21.86 掛水　健司　(1) 22.64

0.914m 風:+0.5 西部 西部 学芸 高岡 学芸 伊野 学芸

24日 ４×１００ｍ 学芸A 46.58 介良 47.51 土佐塾B 48.42 春野 50.48 学芸B 50.81 西部B 52.01

   桑原　俊樹　(3)    北川　敦城　(2)    小澤　裕幸　(3)    山脇　直也　(1)    杉本　健輔　(1)    鈴木　賀斐　(2)

   黒川　至仁　(3)    下藤　雄大　(2)    竹村　太希　(3)    西川　侑弥　(3)    都築　　甫　(1)    池添　翔太　(3)

   野本　貴裕　(3)    山本慎太郎　(1)    上岡　幸司　(3)    宇賀　竜介　(3)    光岡　諒彦　(1)    武内　　凌　(2)

   河合　広暉　(3)    齋藤　克弥　(3)    中山　昌俊　(3)    西村　朋樹　(3)    堅田　卓弥　(2)    西村　優樹　(3)

24日 走高跳 大西龍之介　(3) 1m77 湯浅　彩樹　(3) 1m65 吉永　　凌　(3) 1m60 平城　　柊　(2) 1m60 伊野 森本　匡心　(2) 1m60 公文　崇人　(2) 1m55 矢野　一希　(2) 1m45

旭 西部 旭 西村　優樹　(3) 1m60 西部 香北 香北 愛宕

24日 走幅跳 齋藤　克弥　(3)   6m23 内山　悠也　(2)   5m42 枝重　智也　(2)   5m18 前田健太郎　(3)   5m16 山脇　北斗　(2)   4m92 西野　大樹　(2)   4m74 森本　匡心　(2)   4m63 川崎　功貴　(1)   4m60

介良 +0.0 城北 +0.2 高岡 +0.8 西部 +0.4 高岡 +0.0 香北 +0.0 香北 -0.1 鳶ヶ池 +0.1

23日 三段跳 内山　悠也　(2)  11m80 平城　　柊　(2)  11m56 内山　　蓮　(1)   9m82

城北 +0.0 伊野 +0.0 城北 +0.0

23日 砲丸投 濱口　稜生　(3)  10m43 岡村　侑弥　(3)   9m83 山本　晃司　(3)   9m52 新井　宏基　(2)   9m41 山田　大生　(2)   8m58 中嶋　麻人　(2)   8m01 公文　崇人　(2)   7m35 武内　　凌　(2)   6m79

5.000kg 南海 介良 高知ろう 高知 鳶ヶ池 伊野 香北 西部

23日 １００ｍ 野村　麻衣　(3) 13.43 田村　美咲　(2) 13.68 渡辺　　楓　(3) 13.74 森木　遥奈　(3) 13.78 池田　梨紗　(3) 13.81 松岡　千尋　(3) 13.96 兵頭　布実　(2) 14.04 久米　美穂　(2) 14.08

風:-0.8 学芸 土佐塾 城北 土佐 学芸 西部 土佐 土佐

24日 ２００ｍ 山陰　海里　(3) 26.93 兵頭　布実　(2) 28.69 濵田　萌季　(2) 29.00 上田　かほ　(2) 29.71

風:+0.0 学芸 土佐 伊野 土佐

23日 １５００ｍ 土壁　真紀　(3)  5:12.22 近森　由佳　(1)  5:13.62 矢野　愛弓　(2)  5:14.37 弘田　　舞　(3)  5:19.27 佐竹　美咲　(1)  5:24.91 永野　亜由　(2)  5:28.10 曵地　　樹　(1)  5:29.46 寺川　萌久　(1)  5:31.11

鳴門市二･徳島 学芸 城北 学芸 県立安芸 鳶ヶ池 鳶ヶ池 介良

24日 ３０００ｍ 弘光　美桜　(1) 10:37.95 高橋　真穂　(1) 10:55.22 戸梶　詩菜　(1) 11:04.45 近森　由佳　(1) 11:06.11 矢野　愛弓　(2) 11:11.29 竹本　千乃　(3) 11:19.55 田村　　凪　(2) 11:25.57 北村　夏穂　(3) 11:29.00

香長 香長 香長 学芸 城北 香長 香長 香長

24日 １００ｍＨ 野村　麻衣　(3) 15.89 黒岩　遥香　(1) 16.33 宮地萌々花　(2) 17.32 大峯花乃子　(3) 17.92 西野　　栞　(2) 18.05 清藤　彩妃　(3) 18.27 杉永　　晶　(3) 18.43 片岡菜々海　(2) 19.19

0.762m 風:+0.0 学芸 NGR 城西 伊野 土佐 土佐 旭 土佐塾 土佐塾

24日 ４×１００ｍ 学芸A 51.90 土佐C 54.09 土佐A 54.30 土佐塾 55.10 学芸B 55.22 県立南 55.59 西部A 55.77

   河合　朝香　(1)    大峯花乃子　(3)    近澤　弘実　(1)    田村　美咲　(2)    林　　咲希　(3)    鍋島　貴子　(2)    野村　小夏　(2)

   山陰　海里　(3)    森木　遥奈　(3)    上田　かほ　(2)    髙石　詩乃　(3)    弘田　　舞　(3)    井藤　春奈　(2)    森　　美月　(2)

   野村　麻衣　(3)    久保　春比　(3)    兵頭　布実　(2)    杉永　　晶　(3)    安並　陽南　(3)    岡村　悠花　(1)    藤田　　月　(1)

   池田　梨紗　(3)    小田原嘉子　(3)    久米　美穂　(2)    與儀　歩奈　(1)    笹岡　夏保　(2)    佐々木莉子　(1)    松岡　千尋　(3)

23日 走高跳 濵田　萌季　(2) 1m47 濱田あずさ　(2) 1m47 林　　咲希　(3) 1m35 松岡　千尋　(3) 1m30 西部 中山　智愛　(1) 1m30 藤田　　月　(1) 1m30 前田　　皐　(1) 1m25

伊野 城北 学芸 貞岡　　桜　(3) 1m30 鏡野 城北 西部 安芸

24日 走幅跳 五百蔵穂花　(3)   4m91 久米　美穂　(2)   4m83 渡辺　　楓　(3)   4m79 古味　彩香　(2)   4m46 山中　美穂　(2)   4m44 濱田あずさ　(2)   4m43 吉本　桃子　(3)   4m31 片岡　瑞枝　(1)   4m07

香北 +0.8 土佐 +0.6 城北 -0.0 伊野 +0.8 安芸 +0.5 城北 +0.6 鏡野 +0.6 伊野 +0.1

24日 砲丸投 上村　瑠輝　(2)   8m53 貞岡　　桜　(3)   8m29 公文　仁美　(2)   8m04 濱田　朋佳　(2)   7m46 中越　　葵　(1)   7m40 大庭　夢見　(2)   7m24 尾中　ひな　(2)   6m68 林　　優圭　(3)   5m17

2.721kg 県立南 鏡野 介良 介良 学芸 鏡野 西部 学芸
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=KH:高知県高校タイ記録，NGR:大会新記録


