
第43回高知市陸上競技選手権大会 ９位～１６位表（中学選手権出場資格者）
令和２年９月５日(土)～６日(日) 高知市陸上競技場

日付 種目 ９位 １０位 １１位 １２位 １３位 １４位 １５位 １６位

5日 １００ｍ 中山　雄太　(3) 11.96 中野　結生　(3) 12.01 森田　龍一　(3) 12.02 小松　爽大　(3) 12.07 大﨑　結也　(3) 12.10 奥宮　元煕　(2) 12.12 大野　陽平　(3) 12.14 鶴和　恭介　(3) 12.17

風:+1.5 春野中 土佐中 大津中 学芸中 高知中 清水ヶ丘中 土佐中 奈半利中

6日 ２００ｍ 島津　和虹　(2) 25.04 森　　泉澄　(3) 25.09 信清　圭佑　(3) 25.15 高野　智己　(3) 25.16 小原　蒼央　(2) 25.18 横山　空大　(3) 25.20 仁井田絋季　(3) 25.22 武智　裕貴　(3) 25.27

風: 学芸中-2.2 学芸中-0.3 学芸中-0.3 附属中-0.3 土佐中-1.2 高知中-1.2 土佐塾中-1.7 高知中-1.7

5日 ４００ｍ

6日 ８００ｍ 田中　順晟　(2)  2:35.68 西村　友斗　(2)  2:39.67 本田  哲平　(1)  2:42.34 岡山　　蓮　(2)  2:51.12 松田　紗門　(2)  2:57.43 山﨑　颯士　(2)  3:14.21

朝倉中 一宮中 高知中 朝倉中 西部中 附属中

5日 １５００ｍ 高橋　　篤　(2)  4:52.43 瀧石　悠大　(2)  5:01.32 福留総一郎　(2)  5:02.85 高野　晃嘉　(2)  5:05.11 坂本　隆誠　(3)  5:09.68 小林　虎我　(1)  5:09.90 溝渕孝太朗　(2)  5:13.83 安養寺　蓮　(3)  5:14.65

土佐塾中 旭中 学芸中 横浜中 高知国際中 城北中 高知中 清水ヶ丘中

6日 ３０００ｍ

5日 110mH(0.914m)

風:-1.1

5日 走高跳

5日 棒高跳

6日 走幅跳 下野　大智　(2)   4m78 吉村　綾晟　(2)   4m75 高橋  佳史　(2)   4m62 笹岡　愛輝　(2)   4m51 和下田英典　(1)   4m41 西森　大輔　(1)   4m39 是永　龍馬　(2)   4m33 西村　厚紀　(2)   4m10

大津中-3.0 一宮中-0.0 学芸中-3.3 一宮中+0.0 朝倉中-2.8 土佐中-3.6 城東中-0.0 一宮中+0.0

5日 三段跳

5日 砲丸投 青山　　碧　(2)   7m71 阪口　  昊　(1)   7m43 矢野　瑠唯　(3)   7m12 筒井　裕也　(2)   6m21 岡村　翔聖　(3)   6m07 元田　大介　(1)   5m78 山本　侑冴　(1)   5m69 川村　大虎　(1)   5m65

(5.000kg) 愛宕中 大津中 西部中 大津中 朝倉中 愛宕中 大津中 大津中

5日 １００ｍ 神部　七海　(2) 13.42 吉良　愛実　(2) 13.52 森本　真衣　(3) 13.55 和田　萌花　(2) 13.56 三谷　眞由　(2) 13.57 櫻木　結月　(3) 13.60 田村　芽美　(3) 13.61 石本　ゆう　(3) 13.77

風:+1.6 学芸中 芸西中 土佐女中 学芸中 土佐塾中 学芸中 学芸中 附属中

6日 ２００ｍ 吉良　愛実　(2) 29.09 西原　　優　(3) 29.16 佐竹　　逢　(2) 29.27 山本　紗弥　(2) 29.61 モラレス和み(2) 29.68 山下　愛未　(3) 29.85 乾　しずく　(2) 29.89 奥内　優月　(3) 29.94

風: 芸西中-1.1 学芸中-2.2 土佐中-1.2 附属中-2.2 高知中-0.9 学芸中-1.1 土佐中-0.9 学芸中-1.1

6日 ８００ｍ 山本　花柚　(2)  2:46.04 谷口　琴乃　(2)  2:46.89 岩田　美月　(1)  2:52.63 小笠原椛乃　(2)  2:53.89 土居　由奈　(2)  2:56.84 川村　紅葉　(1)  3:16.99

三里中 春野中 横浜中 大津中 三里中 城北中

5日 １５００ｍ 植野　瑠唯　(3)  5:36.18 山田咲八乃　(1)  5:36.60 大下　　翠　(3)  5:41.09 谷口　琴乃　(2)  5:42.12 山本　花柚　(2)  5:48.91 平川さくら　(3)  5:51.53 須藤  　優　(1)  5:54.89 川田　果凛　(2)  5:55.86

県立安芸中 高知国際中 旭中 春野中 三里中 学芸中 清水ヶ丘中 愛宕中

6日 ３０００ｍ

5日 100mH(0.762m)

風:-0.0

5日 走高跳

5日 棒高跳

6日 走幅跳 安田　安莉　(2)   4m31 谷脇未芙由　(3)   4m24 松本　　咲　(3)   4m19 幾井　湖子　(1)   4m11 山口　寧々　(2)   3m97 西森　瑛梨　(1)   3m94 山本　紗弥　(2)   3m81 吉村　百花　(2)   3m72

城西中+0.0 高知中+0.0 芸西中+0.0 附属中+0.0 横浜中+0.0 城北中+0.0 附属中+0.0 附属中-0.2

5日 砲丸投 正木　望央　(2)   5m83 岡林　優音　(2)   5m83 松本　茉子　(1)   5m42 上島　瑞己　(2)   5m30

(2.721kg) 朝倉中 西部中 高知中 附属中
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9/5 12:00の気象：晴れ、30.0℃、65％、北の風 1.5m/s
9/6 12:00の気象：曇り、31.0℃、60％、北の風 1.6m/s [NKJ：単独チーム高知県中学校新記録，NGR：大会新記録］


