
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 小田　雅士　(3) 10.83 矢野　琢斗　(1) 11.11 橋本　　武 11.12 角田　舞人　(2) 11.34 高木　基継 11.38 谷崎　具亮　(2) 11.40 澤田　　究 11.47
風:-0.0 高知工 =KH 高知農 高知union 岡豊 高知union 高知農 井上ｽﾎﾟｰﾂ

24日 ２００ｍ 矢野　琢斗　(1) 22.36 森本　雅俊 22.48 橋本　　武 22.67 岸本　拓磨　(2) 22.76 田村　　公　(2) 22.91 戸梶　皓太　(1) 23.80
風:-0.1 高知農 MESSIAS･徳島 高知union 学芸 土佐 小津

23日 ４００ｍ 佐伯　祐司　(2) 52.28 岡田　紘典　(1) 52.40 高橋　純一　(2) 52.97 黒岩　慎也　(1) 53.65
小津 小津 安芸 岡豊

23日 １５００ｍ 下田　祐大　(2)  4:21.78 中川　真輔　(2)  4:23.84 森﨑　　達　(1)  4:24.36 今村　隆聖　(2)  4:24.76 森田　豊史　(1)  4:26.36 小松光次郎　(1)  4:28.99 山下　　諒　(1)  4:37.62 山本光一郎　(1)  4:40.01
土佐塾 窪川 西 西 高知工 安芸 小津 小津

24日 ５０００ｍ 千屋　和仁 15:40.59 畑中　勇輝　(3) 15:46.41 寺田　勇気　(2) 16:11.24 宮本　直哉 16:33.74 江口　　望　(1) 16:51.66 植村　明久 16:52.15 谷岡　恭伊　(1) 16:58.71 大石　一心 17:01.43
高知県庁 中村 中村 高知県庁 中村 高知県庁 中村 高知県庁

24日 １１０ｍＨ 伊與田幸請 16.12 渡辺大二郎　(2) 16.34 中岡　　翼　(3) 17.35 片岡　範彦　(3) 18.19 坂本　智哉　(2) 18.27 杉野　大地　(1) 19.14
1.067m 風:-0.3 高知union 中村 高知高専 南 高知高専 追手前

23日 ４×１００ｍ 岡豊A 43.32 岡豊B 43.70 高知農 43.89 MMG 43.97 土佐 44.32 安芸 45.56 高知農OB 45.70 西 46.92
   坂本　貴紀　(3)    下藤　大地　(3)    岡林　隼矢　(1)    角田　伸之    小笠原　慎　(2)    細川　竜矢　(2)    村岡　　学    宮本　晃平　(1)
   長﨑　　迅　(3)    角田　舞人　(2)    矢野　琢斗　(1)    古井　理也    田村　　公　(2)    岩川　亜樹　(2)    池内　大輔    門田　京也　(1)
   中川　遼平　(3)    岩井　大知　(1)    田井　　翼　(2)    六車　耕輔    芝　比偉呂　(2)    澤谷　拓真　(2)    成田　憲彦    溝渕　史典　(1)
   松岡　尚伸　(3)    宮地　翔太　(3)    谷崎　具亮　(2)    片岡　孝夫    松葉　一歩　(1)    高橋　純一　(2)    都築光三郎    宮田　晟也　(1)

24日 ４×４００ｍ 岡豊  3:29.40 土佐  3:30.79 高知工  3:35.07 安芸  3:36.46 土佐塾  3:38.13 小津  3:40.13 西  3:43.95
   廣瀬　晋也　(2)    田村　　公　(2)    竹口　水月　(1)    細川　竜矢　(2)    西野　　扶　(2)    二宮　　崚　(1)    宮本　晃平　(1)
   大野　勇太　(2)    小笠原　慎　(2)    和田　拓也　(2)    澤谷　拓真　(2)    下田　祐大　(2)    佐伯　祐司　(2)    森﨑　　達　(1)
   黒岩　慎也　(1)    芝　比偉呂　(2)    三谷健太郎　(2)    岩川　亜樹　(2)    島内　洋介　(2)    市原　弦樹　(1)    門田　京也　(1)
   角田　創志　(2)    金枝　　慧　(2)    刈谷　幸司　(1)    高橋　純一　(2)    井上　菊大　(1)    川渕　貴史　(1)    宮田　晟也　(1)

24日 走高跳 坂本　貴紀　(3) 1m85 鎌倉　敦志　(1) 1m75 二俣　公治 1m75 岡林　隼矢　(1) 1m75 細川　竜矢　(2) 1m75
岡豊 高知農 高知陸協 高知農 安芸

24日 走幅跳 中川　遼平　(3)   6m88 井口　将志   6m71 細木　雄平　(3)   6m65 池内　大輔   6m59 松岡　尚伸　(3)   6m50 横山新太朗　(1)   6m48 所谷　海人　(3)   6m26 野町　穂高　(1)   6m20
岡豊 +0.8 学芸ZERO +0.4 岡豊 +0.5 高知農OB +0.0 岡豊 -0.4 追手前 +0.4 中村 +0.3 高知ろう +0.0

23日 三段跳 野町　穂高　(1)  13m69 所谷　海人　(3)  13m68 岡林　隼矢　(1)  13m20 澤谷　拓真　(2)  12m99 矢野　達也　(2)  12m45 奥村　隆斗　(1)  12m26 山岡　　圭　(1)  12m16 福井　悠斗　(1)  11m80
高知ろう +0.0 中村 +0.2 高知農 +1.4 安芸 +0.0 高知農 -0.1 高知農 +0.7 高知農 +0.1 中村 -0.3

23日 砲丸投 夕部　友弘　(2)   9m37 小笠原　陸　(2)   9m25 有友　健人　(2)   9m19 川窪　哲也　(1)   8m98 谷　　知樹　(2)   8m38 安岡　　航　(1)   8m02 辻本　千里　(1)   7m23 金子　真也　(2)   7m18
6.000kg 中村 岡豊 中村 岡豊 南 高知工 窪川 高知ろう

24日 円盤投 久保　貴裕  33m65 柴田　真希  33m02 尾崎　雅志　(2)  29m18
2.000kg 高知union ＭＭＧ 法政大

24日 円盤投 岡部　裕哉　(2)  29m15 夕部　友弘　(2)  24m33 福冨　隼人　(3)  21m59 谷　　知樹　(2)  21m36 宮本　航志　(2)  20m67
1.750kg 高知高専 中村 高知高専 南 小津

23日 やり投 安丸　智也　(3)  58m98 西原　正人  57m98 東森　知生  47m05 井上　翔太　(2)  42m20 熊岡　　優　(1)  40m71 西村　智樹　(1)  35m23 弘瀬　将利　(1)  34m18 明神　元希　(2)  33m87
0.800kg 高知農 ＭＭＧ 鈴蘭台AC･兵庫 中村 幡多農 高知工 高知農 幡多農

23日 １００ｍ 中村　優歩　(2) 12.53 小原愛里菜　(1) 12.55 新納　　愛　(1) 12.81 武藤　祐希　(2) 12.88 佐竹　真緒　(1) 12.97 林　　真結　(1) 12.99 加志﨑莉乃　(1) 13.07 林　　美緒　(1) 13.18
風:+0.2 土佐 安芸 土佐 土佐 南 南 南 安芸

24日 ２００ｍ 小原愛里菜　(1) 26.24 新納　　愛　(1) 26.77 武藤　祐希　(2) 27.02 加志﨑莉乃　(1) 27.21 岡野　史恵　(2) 27.80 松岡　聖香　(1) 27.94 高橋　　希　(2) 27.99
風:-0.1 安芸 土佐 土佐 南 土佐 土佐 岡豊

23日 ４００ｍ 吉岡こより　(1)  1:01.15 楠瀬　美咲　(2)  1:03.54 野村　美奈　(2)  1:04.46 松村　彩夏　(2)  1:05.85 安田　奈央　(2)  1:06.34 乾　　朱里　(2)  1:07.39 仙頭　真菜　(1)  1:07.85 杉野　文香　(2)  1:08.34
南 追手前 小津 南 中村 岡豊 安芸 西

23日 １５００ｍ 井本　　涼　(2)  4:49.39 伊勢脇　葵　(1)  5:17.86 斎藤　　舞　(2)  5:20.69 西田　成美　(1)  5:24.43 松田　梨乃　(1)  5:26.27 柴岡　萌絵　(1)  5:50.66 岡村　朔美　(1)  5:50.80 野々下結衣　(2)  6:04.45
追手前 NGR 中村 小津 中村 安芸 土佐塾 丸の内 幡多農

24日 ３０００ｍ 伊勢脇　葵　(1) 11:19.06 西田　成美　(1) 11:25.05 國島さやか　(2) 11:47.07 河岡みずほ　(1) 11:53.76 野中　智世　(3) 12:00.09
中村 中村 安芸 中村 中村

24日 １００ｍＨ 飯田　優希　(2) 16.68 堀　　和泉　(2) 16.93 谷岡　千晶　(2) 18.06 梅原　未生　(2) 21.43
0.840m 風:+0.4 追手前 岡豊 土佐 東

23日 ４×１００ｍ 土佐 49.99 南 50.22 安芸 51.58 岡豊 53.78 土佐塾 54.19 西 54.30 追手前 54.39 中村 54.51
   岡野　史恵　(2)    加志﨑莉乃　(1)    深尾　　梓　(2)    吉本　眞子　(1)    贄田　彩菜　(1)    杉野　文香　(2)    楠瀬　美咲　(2)    濱口　　芽　(1)
   中村　優歩　(2)    林　　真結　(1)    小原愛里菜　(1)    岡﨑　詩織　(2)    宮内　麻佑　(1)    山中　美佳　(2)    飯田　優希　(2)    前田　美尋　(1)
   新納　　愛　(1)    徳広　志穂　(1)    山崎　礼美　(2)    高橋　　希　(2)    岡林てるか　(2)    中澤　捺希　(2)    仙頭　明奈　(1)    中島　彩花　(2)
   武藤　祐希　(2)    佐竹　真緒　(1)    林　　美緒　(1)    市吉　紗也　(2)    岡林ももこ　(2)    宮川　結衣　(1)    酒井　彩伽　(1)    安田　奈央　(2)

24日 ４×４００ｍ 土佐  4:06.60 南  4:09.75 追手前  4:20.75 学芸A  4:22.66 中村  4:26.43 土佐塾  4:42.75
   岡野　史恵　(2) NGR    加志﨑莉乃　(1)    飯田　優希　(2)    竹森　悠伊　(2)    安田　奈央　(2)    贄田　彩菜　(1)
   中村　優歩　(2)    吉岡こより　(1)    井本　　涼　(2)    吉川　万耶　(2)    中島　彩花　(2)    宮内　麻佑　(1)
   武藤　祐希　(2)    徳広　志穂　(1)    酒井　彩伽　(1)    山本　真以　(1)    前田　美尋　(1)    岡林てるか　(2)
   新納　　愛　(1)    佐竹　真緒　(1)    楠瀬　美咲　(2)    久万夏南海　(1)    濱口　　芽　(1)    宮﨑あゆみ　(2)

23日 走高跳 中田　瑠菜　(1) 1m43 尾﨑　加奈　(1) 1m43 山﨑　美優　(2) 1m40 矢野　由花　(2) 1m30 堀　　和泉　(2) 1m30
岡豊 幡多農 丸の内 小津 岡豊

23日 走幅跳 中村　優歩　(2)   5m55 佐竹　真緒　(1)   5m09 松岡　聖香　(1)   4m92 岡﨑　詩織　(2)   4m88 市吉　紗也　(2)   4m88 徳広　志穂　(1)   4m82 酒井　彩伽　(1)   4m65 山崎　礼美　(2)   4m65
土佐 +0.1 南 +0.6 土佐 +0.5 岡豊 +0.6 岡豊 +0.0 南 +1.0 追手前 +1.2 安芸 +0.4

23日 砲丸投 矢野川結菜　(2)  11m20 玉好　　遥　(2)   8m19 伊与田明澄　(1)   7m97 乾　　朱里　(2)   7m87
4.000kg 岡豊 高知工 中村 岡豊

24日 円盤投 古井美由紀  33m17 原山　胡都　(3)  30m15 矢野川結菜　(2)  28m57 伊原　雅子　(2)  23m70 有田　朱伽　(2)  23m39 有澤　実李　(2)  22m60 西村　梨沙　(2)  16m20
1.000kg ＭＭＧ 安芸 岡豊 高知農 中村 高知農 高知農

23日 やり投 前田　夏奈　(1)  35m06 中島　彩花　(2)  30m89 尾﨑　加奈　(1)  29m79 西村　梨沙　(2)  28m29 有澤　実李　(2)  26m06 玉好　　遥　(2)  24m14 高村早穂子　(2)  23m07 山﨑　優花　(1)  22m15
0.600kg 岡豊 中村 幡多農 高知農 高知農 高知工 小津 南
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NGR:大会新記録


