
第第第第 33回高知市陸上競技選手権大会回高知市陸上競技選手権大会回高知市陸上競技選手権大会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）９位～１６位表（中学選手権出場資格者）９位～１６位表（中学選手権出場資格者）９位～１６位表（中学選手権出場資格者）
平成２２年９月４日(土)～５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 ９位 １０位 １１位 １２位 １３位 １４位 １５位 １６位
4日 100m ⑨荒木　勇貴(3) 12.16 ⑨竹村　太希(3) 12.16 吉村　将汰　(3) 12.17 東田　卓也　(3) 12.18 太田樹里弥　(3) 12.20 依光　　蓮　(2) 12.22 清遠　隆介　(2) 12.27 谷本　睦弥　(3) 12.33

土佐-0.2 土佐塾-0.4 朝倉-0.2 青柳+0.7 奈半利+1.5 三里+1.4 芸西+1.5 県立安芸+1.4
5日 200m ⑦荒木　勇貴(3) 24.41 ⑧東田　卓也(3) 24.51

土佐+1.9 青柳+1.2
黒川　至仁　(3) 24.52 桑原　俊樹　(3) 24.55 吉村　将汰　(3) 24.86 堅田　卓弥　(2) 24.91 依光　　蓮　(2) 25.18 野本　貴裕　(3) 25.26 沖津　育実　(3) 25.44 ⑮中田　克樹(3) 25.44
学芸+1.3 学芸+2.1 朝倉+1.7 学芸+1.2 三里+1.7 学芸+2.1 学芸+1.2 土佐+1.1

4日 400m 小谷　拓也　(3)  1:00.92 都築　　甫　(1)  1:02.99 松本　直也　(1)  1:07.09 安川竜太郎　(1)  1:18.03
南海 学芸 学芸 青柳

5日 800m ⑧中村　秀星(3)  2:20.94
城西
武田　知久　(2)  2:25.83 田中　勇人　(3)  2:25.94 堀川　滉介　(3)  2:27.94 田村　孝寛　(3)  2:29.28 細川　真裕　(2)  2:29.88 足達伸一朗　(2)  2:30.59 磯田　開土　(1)  2:30.61 徳弘　　廉　(2)  2:31.40
三里 奈半利 朝倉 城西 附属 附属 大津 大津

4日 1500m 北村　　公　(3)  4:52.26 小松　直樹　(3)  4:53.15 黒木　幹太　(3)  4:55.00 山﨑　洋太　(2)  4:56.19 中山　昌俊　(3)  4:57.06 齊藤　皓介　(3)  4:59.60 西岡　稔記　(2)  5:01.34 山本　侑嗣　(2)  5:01.67
学芸 城西 西部 南海 土佐塾 安田 安田 安田

5日 3000m 西岡　稔記　(2) 11:04.70 齊藤　皓介　(3) 11:16.98 久保田康介　(3) 11:19.68 谷口　立樹　(3) 11:23.62 坂本　悠哉　(3) 11:27.13 北川　拓矢　(3) 11:28.23 岡﨑　俊太　(1) 12:05.55 伊藤　佳斗　(1) 12:21.14
安田 安田 安田 土佐 奈半利 安田 城北 西部

4日 110mH ⑧下藤　雄大(2) 17.23
(0.914m) 介良-0.1

高松　秀旭　(2) 21.09 池添　翔太　(3) 21.68 檜垣　侑揮　(1) 22.24 掛水　健司　(1) 22.33 門田　憲和　(2) 22.61 筒井　　健　(1) 24.81 福井　嵩哉　(1) 30.19
芸西-0.1 西部-0.7 学芸-0.1 学芸-0.1 奈半利-0.7 西部-0.1 西部-0.7

4日 走高跳 清水　功雅　(1) 1m35 曽我部勇吾　(1) 1m30
土佐 土佐

4日 棒高跳

5日 走幅跳 井上　　寿　(1)   4m86 岩本　康孝　(1)   4m70 掛水　孝哉　(1)   4m51 苧坂　壱星　(2)   4m30 長谷川豪暉　(2)   4m29 小松　慎平　(1)   4m25 谷岡　英奏　(3)   4m24 濱田進次郎　(1)   4m22
芸西-0.5 附属-0.1 西部-0.1 附属-0.6 芸西+0.7 学芸+0.0 芸西-0.1 城北-0.9

4日 三段跳

4日 砲丸投 武内　　凌　(2)   5m22
(5.000kg) 西部

4日 100m 渡辺　　楓　(3) 13.85 久米　美穂　(2) 13.90 岸本　諒子　(3) 13.95 安並　陽南　(3) 14.01 河合　朝香　(1) 14.04 野村　小夏　(2) 14.09 兵頭　布実　(2) 14.16 井藤　春奈　(2) 14.17
風:-0.7 城北+2.1 土佐+0.4 土佐女-1.3 学芸+1.0 学芸+1.2 西部+1.0 土佐+2.1 県立南-0.5

5日 200m 井藤　春奈　(2) 29.28 杉永　　晶　(3) 29.41 恒石　侑子　(1) 29.50 河合　朝香　(1) 29.52 上田　かほ　(2) 29.77 兵頭　布実　(2) 30.14 森田　稚菜　(2) 30.14 竹村　千夏　(2) 30.25
風:+0.2 県立南+0.5 土佐塾+1.0 土佐女+0.8 学芸+1.0 土佐+1.6 土佐+0.8 横浜+0.5 県立安芸+1.6

5日 800m 島内　春佳　(3)  2:56.44 岡村　裕子　(2)  2:58.20 西村　杏里　(1)  2:59.79 起塚　里帆　(1)  3:04.59 藤島　るい　(1)  3:05.16 中山　智愛　(1)  3:05.41 氏原　　澪　(1)  3:05.68 横山　観優　(2)  3:06.39
土佐 西部 大津 附属 横浜 城北 大津 介良

4日 1500m 宇都宮志依南(1)  5:53.82 公文　愛子　(1)  5:54.34 古味さやか　(1)  5:56.68 芝　　祐佳　(2)  5:57.06 安松日奈乃　(2)  5:57.83 寺川　萌久　(1)  5:59.50 氏原　　澪　(1)  6:10.13 島内　春佳　(3)  6:11.65
県立南 芸西 大津 大津 青柳 介良 大津 土佐

5日 3000m

4日 100mH 岡村　悠花　(1) 19.25 山田　塔子　(3) 19.27 野村　小夏　(2) 19.69 藤田　　月　(1) 19.71 山本茉莉子　(1) 19.83 飯田　悠花　(2) 20.3 堀川みさき　(3) 20.55 大坪真梨香　(2) 20.64
(0.762m) 県立南-0.6 西部+0.7 西部+0.0 西部+0.0 土佐-0.6 土佐+0.0 旭-0.6 城北+0.7

4日 走高跳 澤村明日香　(2) 1m25 原田加奈子　(2) 1m20 森　　美月　(2) 1m20 大西　茉優　(2) 1m20 岡田　夏奈　(1) 1m15 平瀬　恵美　(1) 1m15
西部 西部 西部 介良 横浜 土佐女

4日 棒高跳

5日 走幅跳 門田　悠伽　(2)   4m25 玉木　芹樺　(1)   4m14 小松　倫子　(1)   4m13 高橋　ゆい　(1)   4m04 近藤えみり　(2)   4m03 川田　芽維　(1)   3m84 久保　春比　(3)   3m80 田内　瑞季　(1)   3m70
附属-0.8 県立南-0.5 大津-0.9 横浜+0.7 西部-0.1 土佐女-0.4 土佐+0.0 大津+0.0

4日 砲丸投 濱田　朋佳　(2)   7m43 大﨑　美波　(2)   7m38 飯田　悠花　(2)   7m08 尾中　ひな　(2)   7m04 掛水万菜美　(2)   6m58 藤原　未来　(2)   6m48 松山　沙紀　(2)   6m21 秋澤　果林　(1)   6m16
(2.721kg) 介良 大津 土佐 西部 西部 大津 三里 旭

○つきの数字は，順位。 注：予選を行うトラック種目については、予選の上位16位までに該当する競技者を抽出しています。
9/4 12:00の気象：晴れ、30.0℃、68％、南南東の風 2.0m/s

9/5 12:00の気象：晴れ、29.5℃、68％、南の風 2.4m/s
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