
第42回高知市陸上競技選手権大会  兼  第28回高知市高等学校陸上競技対校選手権大会 入賞者一覧表
令和元年８月３１日(土)～９月１日(日) 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

31日 １００ｍ／Ａ 松林　玲佳 12.32 小白方莉央　(1) 12.60 藥師寺愛友　(2) 12.66 重藤　愛樹　(3) 12.68 西田　ゆめ　(1) 12.81 裏巽　あや　(1) 13.01 寺田　天音　(2) 13.01 山下　和笑　(1) 13.12

風:-0.0 MMG 小津 鳴門 聖ｶﾀﾘﾅ学園 高知大 鳴門 高知 追手前

31日 １００ｍ／Ｂ 松下　　葵　(2) 12.94 宮内　理帆　(1) 13.16 前田　莉佐　(1) 13.28 杉本　知佳 13.33 小島　　桜　(2) 13.72 岡上　真実　(2) 13.78 田辺　陽菜　(2) 23.00

風:+0.4 土佐 聖ｶﾀﾘﾅ学園 西 MMG 土佐 小津 高知

1日 ２００ｍ 松林　玲佳 25.66 小白方莉央　(1) 26.44 松下　　葵　(2) 26.68 裏巽　あや　(1) 27.13 友永　愛璃　(1) 27.36 笠原　里穂　(2) 27.36 山下　和笑　(1) 27.67

風:-1.9 MMG 小津 土佐 鳴門 学芸 学芸 追手前

31日 ４００ｍ 矢野千賀子　(3)  1:02.11 近江　香穂　(1)  1:03.15 小松　陽奈　(1)  1:03.29 松村　心和　(2)  1:04.23 中路　実玖　(2)  1:04.44 岩永　千咲　(2)  1:05.91 幾井　莉子　(1)  1:07.02

岡豊 岡豊 岡豊 岡豊 土佐 追手前 土佐女

1日 ８００ｍ 髙橋愛理沙　(1)  2:23.97 鎌倉萌々華　(1)  2:26.67 三好　里佳　(1)  2:38.92 阿多　望海　(2)  2:39.27 森下　晏圭　(1)  2:39.53

小津 高知中央 学芸 安芸 土佐女

31日 １５００ｍ 森野　純夏　(2)  4:39.92 ﾒｲﾘ　ﾜﾝｶﾞﾘ　(2)  4:40.87 鎌倉萌々華　(1)  4:57.42 髙橋愛理沙　(1)  5:01.95 朝日　佳奈　(M1)  5:05.93 島岡　かの　(2)  5:06.56 阿利　美咲  5:08.09 吉川萌々歌　(2)  5:08.35

高知大 NGR 高知中央 NGR 高知中央 小津 高知大 小津 吉野川市陸協 追手前

1日 ３０００ｍ ﾒｲﾘ　ﾜﾝｶﾞﾘ　(2) 10:31.03 阿利　美咲 10:49.80 島岡　かの　(2) 10:56.10 朝日　佳奈　(M1)11:02.54 吉川萌々歌　(2) 11:29.84 伊藤向日葵　(1) 11:41.17 狩野　早咲　(1) 12:11.63 楠瀬　莉奈　(1) 12:29.11

高知中央 吉野川市陸協 小津 高知大 追手前 高知大 小津 岡豊

31日 100mH(0.840m) 藥師寺愛友　(2) 15.40 髙石　瑠那　(2) 15.61 宗石実珠綺　(2) 16.40 前田　莉佐　(1) 16.47 田辺　陽菜　(2) 17.76 山碕　睦音　(2) 17.98 長濱　陽奈　(1) 18.42 山中　櫻子　(1) 19.66

風:+0.4 鳴門 聖ｶﾀﾘﾅ学園 追手前 西 高知 岡豊 西 小津

1日 ４００ｍＨ 田村　萌奈　(2)  1:06.09 山碕　睦音　(2)  1:11.98 岡村　心愛　(1)  1:20.88 寺嶌　　優　(1)  1:22.52

(0.762m) 追手前 岡豊 山田 鳴門

31日 ４×１００ｍ 聖ｶﾀﾘﾅ学園 50.77 鳴門 50.84 土佐 51.22 岡豊 51.99 西 53.16 小津 53.50 土佐女 55.56

   重藤　愛樹　    裏巽　あや　    小島　　桜　    高橋　芽生　    前田　莉佐　    岡上　真実　    森下　晏圭　

   宮内　理帆　    藥師寺愛友　    松下　　葵　    小松　陽奈　    千頭　莉央　    小白方莉央　    幾井　莉子　

   渡部　　遥　    小川梨衣菜　    片岡　芹菜　    葛岡　未宮　    山﨑　日菜　    山中　櫻子　    式地未央莉　

   髙石　瑠那　    山本　優奈　    中路　実玖　    松村　心和　    中村　夏望　    小島　美羽　    松本　　夏　

1日 ４×４００ｍ 土佐  4:10.66 鳴門  4:12.66 岡豊B  4:13.08 追手前  4:14.62 学芸  4:15.69 小津  4:16.38 岡豊A  4:22.04 西  4:26.62

   中路　実玖　    裏巽　あや　    竹﨑　希未　    川田　琴子　    三好　里佳　    横田明日香　    葛岡　未宮　    前田　莉佐　

   松下　　葵　    山本　優奈　    矢野千賀子　    岩永　千咲　    友永　愛璃　    岡上　真実　    松村　心和　    中村　夏望　

   片岡　芹菜　    小川梨衣菜　    山碕　睦音　    田村　萌奈　    笠原　里穂　    小白方莉央　    高橋　芽生　    山﨑　日菜　

   小島　　桜　    藥師寺愛友　    近江　香穂　    宗石実珠綺　    田部安哉音　    髙橋愛理沙　    小松　陽奈　    長濱　陽奈　

31日 走高跳 小川梨衣菜　(1) 1m53 松本　芙希　(1) 1m50 山﨑　日菜　(1) 1m45 谷　　陽夏　(1) 1m40 式地未央莉　(2) 1m35 山中　櫻子　(1) 同順:吉門未唯菜　 同順:谷　　杏音　

鳴門 土佐 西 鳴門 土佐女 小津 NM 岡豊 NM 安芸 NM 

31日 棒高跳 谷　　陽夏　(1) 2m20 近藤　れつ　(2) 2m00

鳴門 鳴門

31日 走幅跳 山下　和笑　(1)   5m58 竹﨑　希未　(3)   5m17 山中映莉華　(4)   5m09 高橋　芽生　(1)   5m05 葛岡　未宮　(1)   4m99 國光　栞奈　(1)   4m86 岡上　真実　(2)   4m82 桑原千沙希　(2)   4m75

追手前+1.0 岡豊+0.0 高知大+0.0 岡豊+0.6 岡豊+0.1 安芸+0.0 小津+0.0 岡豊+0.0

1日 三段跳 山本　和沙　(1)  11m52 竹﨑　希未　(3)  11m01 高橋　芽生　(1)  10m72 坂上　春枝　(2)  10m58 谷　　杏音　(2)  10m53 渡部　　遥　(2)  10m50 葛岡　未宮　(1)  10m30 國光　栞奈　(1)  10m17

高知農+0.1 岡豊+0.5 岡豊-1.5 高知+0.0 安芸+0.0 聖ｶﾀﾘﾅ学園-0.1 岡豊-0.5 安芸+0.0

31日 砲丸投 村上　憂歌  12m15 井上　未來　(3)  10m61 岩見　琉音　(1)   9m97 西野　歩季　(2)   9m91 松下千登世　(2)   9m50 岡村　葵陽　(1)   8m55 上島ひなた　(1)   8m29 山本　雪乃　(1)   7m06

(4.000kg) MMG 南 岡豊 高知 高知農 追手前 追手前 西

31日 円盤投 築山　　葵　(3)  35m82 岩見　琉音　(1)  28m75 岡村　葵陽　(1)  23m40 坂本　果穂　(1)  23m27 西村　紫織　(3)  22m57 和田　七海　(1)  19m60

(1.000kg) 聖ｶﾀﾘﾅ学園 岡豊 追手前 岡豊 山田 高知農

1日 やり投 西野　歩季　(2)  43m36 井上　未來　(3)  39m41 杉本　知佳  38m91 西村　紫織　(3)  33m78 小島　美羽　(1)  33m65 坂本　果穂　(1)  30m77 山本　雪乃　(1)  26m34 上島ひなた　(1)  25m27

(0.600kg) 高知 南 MMG 山田 小津 岡豊 西 追手前

最優秀選手：石元　潤樹（小津高等学校），西野　歩季（高知高等学校）
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8/31 12:00の気象：曇り、27.5℃、63％、南南東の風 0.2m/s
9/1 12:00の気象：晴れ、29.0℃、64％、北北東の風 0.4m/s [NGR：大会新記録］


