
第第第第 62回高知市陸上競技大会回高知市陸上競技大会回高知市陸上競技大会回高知市陸上競技大会     第第第第 25回高知市小学生陸上競技大会回高知市小学生陸上競技大会回高知市小学生陸上競技大会回高知市小学生陸上競技大会 入賞者一覧表入賞者一覧表入賞者一覧表入賞者一覧表
平成２２年４月２４日(土)～２５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
24日 50m 宮内　喬也　(2)  9.29 前田　廉太　(2)  9.50 堀川　季樹　(2)  9.62 竹澤　　柳　(2)  9.71 村田　京祐　(2)  9.76 土佐JAC +0.2 井上　晴陽　(1)  9.85 芸西JAC +0.2

1･2年 ｱｽﾘｰﾄ嶺北 -2.4 夜須JSC +0.2 芸西JAC -2.4 四万十ｱｽﾘｰﾄ -2.4 谷内胡太郎　(2)  9.76 夜須JSC -1.3 宗石　悠希　(2)  9.85 山田ｸﾗﾌﾞ -1.3
24日 100m 三浦　祐真　(4) 15.67 三好　翔瑠　(4) 15.74 岡村　尚哉　(4) 16.05 小林　祐介　(4) 16.35 新谷　竜平　(4) 16.45 森岡　　誠　(4) 16.66 井上　輝一　(4) 16.73 堀川　誠由　(4) 16.93

3･4年 ｱｽﾘｰﾄすくも -0.3 高知unionJAC +0.4 ｼﾃｨｸﾗﾌﾞ +0.6 潮江東ｸﾗﾌﾞ +0.4 ｱｽﾘｰﾄすくも -0.4 土佐JAC +0.6 土佐JAC -0.4 芸西JAC +0.6
24日 100m 山岡　大悟　(6) 14.26 小林航史郎　(6) 14.64 道中　優汰　(5) 14.69 西森　大起　(5) 14.88 谷内　稜晟　(6) 15.12 吉田　智拓　(5) 15.14 谷岡　宰宜　(6) 15.27 明石　颯斗　(5) 15.30

5･6年 中村JAC +0.2 楽走会 +0.5 土佐JAC +0.5 土佐JAC -0.2 夜須JSC +0.0 四万十ｱｽﾘｰﾄ -0.4 ｱｽﾘｰﾄすくも +0.0 土佐JAC -0.4
24日 1000m 山岡　大悟　(6)  3:30.89 吉松　央人　(5)  3:31.37 小林航史郎　(6)  3:32.28 谷岡　宰宜　(6)  3:33.71 多賀　勇人　(6)  3:42.91 中西　奎仁　(5)  3:42.95 中山　竜志　(6)  3:47.00 隅田涼太郎　(5)  3:48.39

5･6年 中村JAC ｱｽﾘｰﾄすくも 楽走会 ｱｽﾘｰﾄすくも 窪川JRC 山田ｸﾗﾌﾞ ｱｽﾘｰﾄ嶺北 高知橘ｸﾗﾌﾞ

24日 4×100m ｱｽﾘｰﾄすくも  1:06.79 土佐JAC  1:11.93 芸西JAC  1:12.67 長岡ｸﾗﾌﾞ  1:14.96 ｱｽﾘｰﾄ嶺北B  1:19.83 夜須JSC  1:19.94
1-4年    井垣　伊織    高石　隼人    池田慎太郎    葛岡　佳展    秋山　周也    宗円　達也

   新谷　竜平    森岡　　誠    堀川　誠由    永野　龍杜    上山　悠太    谷内胡太郎
   佐田　登哉    乾　蓮太郎    堀川　　響    中沢　翔大    田岡　太陽    谷内　郁哉
   三浦　祐真    西森　友哉    堀川　季樹    刈谷　聡太    宮内　喬也    岡村　有徒

24日 4×100m 土佐JAC 58.03 ｱｽﾘｰﾄすくも  1:04.30 ｱｽﾘｰﾄ嶺北  1:05.47 夜須JSC  1:05.70 窪川JRC  1:06.49 四万十ｱｽﾘｰﾄ  1:06.72 山田ｸﾗﾌﾞ  1:06.76
5･6年    明石　颯斗    中野　隆哉    溝渕　　響    溝渕　右京    山本　克暢    竹澤　　桂    小松　大誉

   中村　一清    吉松　央人    山口　晃弘    谷内　稜晟    氏原　雅之    吉田　智拓    甲藤　　潤
   西森　大起    東　　拓実    永野　浩輝    武田　莉久    山脇　脩平    森島　辰也    楠本　泰斗
   道中　優汰    谷岡　宰宜    中山　竜志    前田　琢斗    多賀　勇人    山崎　海斗    西村　優樹

24日 走幅跳 森岡　　誠　(4)   3m11 小林　祐介　(4)   3m07 山本　竣介　(4)   3m05 高石　隼人　(3)   2m98 井上　輝一　(4)   2m97 堀川　誠由　(4)   2m91 榮枝　隼人　(3)   2m87 天野　智文　(4)   2m81
3･4年 土佐JAC+0.6 潮江東ｸﾗﾌﾞ+2.4 土佐JAC+0.8 土佐JAC+1.2 土佐JAC-0.0 芸西JAC-0.5 高知橘ｸﾗﾌﾞ+0.5 山田ｸﾗﾌﾞ+0.1

24日 走幅跳 中村　一清　(6)   4m16 高石　一馬　(6)   3m67 森田　一慶　(5)   3m65 西森　大起　(5)   3m61 小崎　修平　(6)   3m55 近藤　赳司　(6)   3m49 氏原　雅之　(6)   3m46 道中　優汰　(5)   3m46
5･6年 土佐JAC-0.7 土佐JAC-0.7 ｸﾗﾌﾞとさ+0.1 土佐JAC+0.8 旭東SAC+0.7 土佐JAC-0.4 窪川JRC+1.1 土佐JAC-1.0

24日 50m 桑原千沙希　(2)  9.21 仙頭万寿花　(2)  9.21 宗石実珠綺　(2)  9.81 葛岡　未宮　(1)  9.91 濱田　三葵　(1) 10.14 松本　　渚　(2) 10.24 佐々木那菜　(2) 10.50 大西　結花　(2) 10.56
1･2年 長岡ｸﾗﾌﾞ +2.1 吉良川JAC +2.1 山田ｸﾗﾌﾞ -0.6 長岡ｸﾗﾌﾞ -0.6 山田ｸﾗﾌﾞ -0.6 芸西JAC +2.1 長岡ｸﾗﾌﾞ +2.1 ｱｽﾘｰﾄすくも -0.6

24日 100m 徳永　彩美　(4) 16.15 濱田　利紗　(4) 16.16 深尾　　茜　(4) 16.19 武市　歩果　(4) 16.28 山崎　菜瑠　(4) 16.39 豊永　朱理　(4) 16.52 西田　ゆめ　(4) 16.61 多賀　彩乃　(4) 16.67
3･4年 ｸﾗﾌﾞとさ +1.7 窪川JRC +1.9 吉良川JAC -0.5 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ +1.9 吉良川JAC +1.7 中村JAC +0.0 窪川JRC +0.0 窪川JRC +1.7

24日 100m 橋田侑里華　(6) 14.45 入交　加菜　(6) 14.87 渡辺　華帆　(6) 14.92 曽我部万菜　(6) 15.14 依光　彩純　(6) 15.40 福留　晶子　(6) 15.51 浦川　真季　(6) 15.59 吉良川JAC -0.9
5･6年 土佐JAC +1.1 夜須JSC +1.0 ｱｽﾘｰﾄすくも +0.9 土佐JAC +0.9 山田ｸﾗﾌﾞ -0.9 高知橘ｸﾗﾌﾞ +0.0 大塚　友暉　(6) 15.59 山田ｸﾗﾌﾞ +1.1

24日 1000m 池本有加里　(6)  3:24.18 渡辺　華帆　(6)  3:36.82 杉本安莉沙　(6)  3:39.43 天野　歩香　(6)  3:42.86 仙頭　志保　(6)  3:46.91 西岡姫名乃　(5)  3:48.55 西松　美樹　(6)  3:49.88 寺尾　鼓妙　(5)  3:54.78
5･6年 四万十ｱｽﾘｰﾄ NGR ｱｽﾘｰﾄすくも 高知橘ｸﾗﾌﾞ 山田ｸﾗﾌﾞ 吉良川JAC 吉良川JAC 窪川JRC 旭東SAC

24日 4×100m 窪川JRC  1:06.11 中村JAC  1:07.39 吉良川JAC  1:10.85 土佐JAC  1:12.46 ｱｽﾘｰﾄすくも  1:16.52 高知橘ｸﾗﾌﾞ  1:18.04
1-4年    奥村　奈生    赤澤　優花    仙頭万寿花    宮﨑　彩木    井垣　小春    島本　玲杏

   西田　ゆめ    山本　玲奈    山崎　菜瑠    道中　彩華    松田　陽花    隅田　咲花
   多賀　彩乃    村上　朋華    安岡　良夢    松本　実怜    大西　結花    東村　侑奈
   濱田　利紗    豊永　朱理    深尾　　茜    都築　七海    藤永　佳子    榮枝　　凛

24日 4×100m 土佐JAC 59.99 ｱｽﾘｰﾄすくも  1:02.19 高知橘ｸﾗﾌﾞ  1:02.92 楽走会  1:03.30 夜須JSC  1:04.53 吉良川JAC  1:04.89 山田ｸﾗﾌﾞC  1:05.30 長岡ｸﾗﾌﾞ  1:05.77
5･6年    十河　侑依    今城　　桃    野瀬　愛未    前田　莉唯    田村　芽生    仙頭　志保    町田　芽依    森本　絵美

   橋田侑里華    渡辺　華帆    杉本安莉沙    宮地ひなの    入交　加菜    浦川　真季    天野　歩香    刈谷ののか
   森本あさひ    中野　怜奈    福留　絢子    大石　奏瑠    宗円　祐香    大石　和生    大塚　富未    平石瑠璃奈
   曽我部万菜    松田　苑夏    福留　晶子    原　　菜穂    高島　樺音    清水　友夏    松岡　　柔    森知　芽生

24日 走幅跳 深尾　　茜　(4)   3m62 山崎　菜瑠　(4)   3m38 濱田　利紗　(4)   3m37 山本　玲奈　(4)   3m27 西田　ゆめ　(4)   3m24 奥村　奈生　(4)   3m17 多賀　彩乃　(4)   3m14 徳永　彩美　(4)   3m13
3･4年 吉良川JAC+1.1 吉良川JAC+0.8 窪川JRC+1.1 中村JAC+0.9 窪川JRC-1.9 窪川JRC+0.9 窪川JRC+0.6 ｸﾗﾌﾞとさ-0.6

24日 走幅跳 曽我部万菜　(6)   4m16 橋田侑里華　(6)   4m04 森知　芽生　(6)   3m79 十河　侑依　(6)   3m71 浦川　真季　(6)   3m49 平石瑠璃奈　(6)   3m46 入交　加菜　(6)   3m40 渡邊　　宝　(6)   3m39
5･6年 土佐JAC-0.6 土佐JAC+1.2 長岡ｸﾗﾌﾞ+0.3 土佐JAC+1.7 吉良川JAC-0.3 長岡ｸﾗﾌﾞ-0.4 夜須JSC-0.1 土佐JAC-0.5
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4/24 12:00の気象：晴れ、16.8℃、33.0％、北北東の風 2.5m/s
4/25 12:00の気象：晴れ、16.5℃、36.0％、南東の風 3.6m/s ［NGR：大会新記録］


