
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 100m 小田　雅士　(3) 11.13 角田　伸之 11.34 岸本　拓磨　(2) 11.36 今西　智将　(3) 11.40 古井　理也 11.43 小森　竜宏 11.56 谷　　　篤　(3) 11.62

風:-1.5 高知工 ＭＭＧ 学芸 土佐 ＭＭＧ 高知union 岡豊
25日 200m 今西　智将　(3) 22.83 田村　　公　(2) 22.92 谷　　　篤　(3) 23.27 西　　峻利　(3) 23.38 末田　里木 23.43 石村　侑大　(1) 23.47 田中　優介　(3) 23.49

風:-0.6 土佐 土佐 岡豊 西 高知union 高知大 小津
25日 800m 野島　悠太　(3) 2:04.94 佐々木　晃　(3) 2:05.02 津野　真士　(2) 2:05.05 桑原　佑弥　(3) 2:05.78 佐伯　祐司　(2) 2:06.35 池田　貴昭　(2) 2:07.86 今村　隆聖　(2) 2:08.93

岡豊 小津 高知工 追手前 小津 追手前 西
24日 1500m 日坂　佳祐　(4) 4:07.38 小松　隆誠　(2) 4:07.54 小林　達矢　(3) 4:14.29 橋本健太郎　(2) 4:17.72 松村　吉宏　(2) 4:18.24 藤岡　博哉　(5) 4:20.35 酒井　将行　(2) 4:22.66 柏井　裕圭　(3)  4:22.80

高知大 高知工 南 岡豊 岡豊 高知大 追手前 高知商
25日 5000m 森田　涼矢　(3) 15:34.04 小林　達矢　(3) 15:41.11 野川　雄史　(4) 16:25.79 大寺　佑典　(3) 16:31.41 山中　喬史　(2) 16:54.91 豊永　克海　(2) 16:59.57 大平　　夕　(3) 17:37.08 伊與木健二　(3) 18:20.09

高知工 南 高知大 小津 高知工 岡豊 高知商 岡豊
25日 110mH(1.067m) 六車　耕輔 15.93 田中　博規　(2) 16.05 坂本　貴紀　(3) 16.75 下藤　大地　(3) 17.39 浦口　悠馬　(3) 17.79 池畠　凜悟　(3) 18.42 長﨑　　迅　(3) 19.18

風:-1.2 ＭＭＧ 高知大 岡豊 岡豊 土佐塾 土佐 岡豊
24日 4×100m 高知工 42.99 高知大 43.56 岡豊A 44.01 土佐塾 44.51 学芸 44.94 安芸 45.15

   山本　達也    田中　博規   細木　雄平   島内　洋介    岡﨑　大海   澤谷　拓真
   大﨑　博文    石村　侑大   下藤　大地   松村　翔悟    岸本　拓磨   岡嶋　修平
   野口　　誠    吐山　裕記   谷　　　篤   浦口　悠馬    若林　　馨   田中　宗夫
   小田　雅士    小野　貴敬   松岡　尚伸   西野　　扶    弘田　祐介   岩川　亜樹

25日 4×400m 高知大 3:25.75 土佐A 3:30.10 岡豊 3:32.16 土佐塾 3:38.33 学芸A 3:39.19 小津 3:39.81
   石村　侑大    金枝　　慧   宮地　翔太   島内　洋介    弘田　祐介   岡田　紘典
   吐山　裕記    今西　智将   大野　勇太   西野　　扶    岡﨑　大海   高橋　弘法
   田中　博規    泥川　雄太   大峰　陽介   浦口　悠馬    若林　　馨   川井　龍志
   小野　貴敬    田村　　公   黒岩　慎也   下田　祐大    横田　　峻   野久保有人

24日 走高跳 三鍋　登宏　(5) 1m93 坂本　貴紀　(3) 1m90 有澤　拓人　(1) 1m75 中川　遼平　(3) 1m75 井上博代志　(2) 1m55
高知大 岡豊 高知大 岡豊 高知商

25日 走幅跳 岡崎　　良　(3)   6m91 浦川　　哲　(3)  6m35 古井　理也  6m31 大羽　寛史　(1)  6m05 野町　穂高　(1)  6m02 田中　宗夫　(3)  6m00 澤谷　拓真　(2)  5m97 川下　拓哉　(3)   5m80
倉敷古城池･岡山+2.6　*F3 高知大+0.7 ＭＭＧ-0.3 高知大-0.0 高知ろう+0.4 安芸+0.6 安芸+2.0 高知商-0.2

24日 砲丸投 南　　辰弥　(3)  12m09 阿部　翔梧　(2) 11m87 高橋　克昌　(2)  9m77
(7.260kg) 高知大 高知大 高知大

24日 砲丸投 岡添　圭哉　(3)  11m91 平井　仁暉　(3)  9m98 山脇　直弥　(3)  9m79 田鍋　侑大　(3)  9m78 小笠原　陸　(2)  9m00 山本　雅士　(3)  8m70 岡村　千里　(3)  8m33 谷　　知樹　(2)   8m32
(6.000kg) 土佐 高知商 高知工 高知商 岡豊 岡豊 高知工 南

25日 やり投 東森　知生  48m78 伊東詠一朗　(3) 48m43 泥川　雄太　(3) 48m15 古井　理也 46m40 藤本　將孝　(3) 42m50 小笠原　陸　(2) 37m57 山本　雅士　(3) 27m59
(0.800kg) 鈴蘭台AC･岡山 小津 土佐 ＭＭＧ 土佐 岡豊 岡豊

24日 100m 中村　優歩　(2) 12.93 川本　詩野　(2) 12.98 秋岡　志穂　(2) 13.10 学芸 宮﨑　真嘉　(2) 13.17 足達　真紀　(3) 13.20 濵野　眞生　(2) 13.41 高橋　　希　(2) 13.44
風:+0.5 土佐 高知大 武内　彩香　(3) 13.10 南 土佐 追手前 岡豊 岡豊

25日 200m 川本　詩野　(2) 26.40 宮﨑　真嘉　(2) 26.53 秋岡　志穂　(2) 26.76 森田　歩美　(3) 26.91 岡野　史恵　(2) 27.28 濵野　眞生　(2) 27.57 仙頭　真菜　(1) 28.11
風:+0.1 高知大 土佐 学芸 小津 土佐 岡豊 安芸

25日 800m 弘田　　歩　(3) 2:21.97 井本　　涼　(2) 2:22.18 平田　百恵　(1) 2:23.42 片岡友里絵　(3) 2:24.81 戸梶　愛莉　(2) 2:30.18 勝瑞　佐織　(3) 2:31.41 吉永みづ紀　(3) 2:31.47 黒田　喜穂　(2)  2:32.02
岡豊 追手前 岡豊 土佐女 岡豊 西 岡豊 追手前

24日 1500m 和田　安生　(3) 4:52.41 伊藤　春奈　(2) 5:04.46 戸梶　愛莉　(2) 5:06.30 山本　千里　(2) 5:06.93 吉永みづ紀　(3) 5:09.83 三宮　仁美　(1) 5:13.31 嶋矢　菜穂　(2) 5:17.42 横田　絢子　(3)  5:30.79
岡豊 岡豊 岡豊 土佐 岡豊 岡豊 岡豊 土佐塾

25日 3000m 酒井　里菜　(2) 12:40.21 岡村　芙希　(3) 12:41.11 田村　朋子　(3) 12:59.99
岡豊 丸の内 追手前

25日 100mH(0.840m) 飯田　優希　(2) 16.90 堀　　和泉　(2) 17.09 光岡　郁穂　(2) 17.20 竹中　瑞穂　(2) 17.50 田原　里沙　(4) 18.01 和田佳菜子　(3) 18.54 楠瀬　美咲　(2) 19.03
風:-0.4 追手前 岡豊 学芸 土佐女 高知大 土佐塾 追手前

24日 4×100m 高知大 51.03 土佐 51.12 岡豊 51.61 南 52.16 追手前 53.09 西 53.33 小津 53.40 土佐女 54.27
   秋森　夕姫    岡野　史恵   岡﨑　詩織   加志﨑莉乃    楠瀬　美咲   杉野　文香   矢野　由花   川﨑由布奈
   合田亜由美    中村　優歩   高橋　　希   林　　真結    足達　真紀   山中　美佳   森田　歩美   竹崎　愛子
   山本麻梨乃    宮﨑　真嘉   濵野　眞生   吉岡こより    飯田　優希   黒原　未知   浜田　　彩   小橋　愛弓
   川本　詩野    松岡　聖香   菖蒲谷恵理子   徳広　志穂    松島　小夏   勝瑞　佐織   野村　美奈   樋口友佳理

25日 4×400m 土佐A 4:12.97 岡豊 4:20.20 学芸 4:25.66 小津 4:25.76 土佐B 4:33.59 土佐塾 4:39.39
   岡野　史恵    菖蒲谷恵理子   光岡　郁穂   矢野　由花    曵地　　穂   宮内　麻佑
   新納　　愛    濵野　眞生   吉川　万耶   野村　美奈    山本　千里   横田　絢子
   宮﨑　真嘉    吉永みづ紀   山本　真以   浜田　　彩    山﨑裕希子   和田佳菜子
   中村　優歩    弘田　　歩   秋岡　志穂   森田　歩美    池添慧梨香   岡林てるか

24日 走高跳 松島　小夏　(3) 1m50 玉好　　遥　(2) 1m45 山﨑　美優　(2) 1m35 丸の内 楠瀬　美咲　(2) 1m30 北村　美和　(3) 1m20
追手前 高知工 矢野　由花　(2) 1m35 小津 追手前 高知商

25日 走幅跳 中村　優歩　(2)   5m30 高松　由佳　(3)  4m63 小橋　愛弓　(3)  4m62 徳広　志穂　(1)  4m53 長谷川雅美　(2)  4m53 浜渦　理恵　(3)  4m39 松田　伊代　(3)  4m37 山崎　礼美　(2)   4m23
土佐+0.2 安芸+0.0 土佐女-1.7 南-0.7 学芸-0.5 安芸-0.6 丸の内+0.3 安芸+0.2

24日 砲丸投 矢野川結菜　(2)  10m55 谷岡　千春　(3)  9m19 田原　里沙　(4)  9m10 戸田　　渚　(2)  8m41 山崎亜里紗　(3)  8m32 鬼谷　慶子　(1)  8m23 原山　胡都　(3)  7m93 玉好　　遥　(2)   7m27
(4.000kg) 岡豊 奈半利中 高知大 高知商 追手前 学芸 安芸 高知工

25日 やり投 稲垣　美穂　(3)  45m42 藤原美由紀 39m06 守谷　恵美　(4) 38m00 前田　夏奈　(1) 30m80 林　　綾佳　(3) 30m64 川﨑由布奈　(2) 29m25 山崎亜里紗　(3) 28m08 小松　桃香　(3)  20m64
(0.600kg) 高知大･香川 ＭＭＧ 高知大･香川 岡豊 高知商 土佐女 追手前 土佐女
最優秀選手 男子：齋藤　克弥　(介良中3) 団体の部 高知市教育長杯（中学校の部）：介良中学校 高知市長杯　男子：高知大学

女子：稲垣　美穂　(高知大3) 高知市長杯　女子：岡豊高等学校
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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］


