
第第第第 34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 ９９９９位位位位～～～～１６１６１６１６位表位表位表位表（（（（中学選手権出場資格者中学選手権出場資格者中学選手権出場資格者中学選手権出場資格者））））
平成２３年９月４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 山本慎太郎　(2) 12.17 廣井　崇人　(3) 12.23 山口　慶悟　(1) 12.30 ⑫大塚　　昇(3) 12.30 北村　　匠　(3) 12.35 前田　充貴　(3) 12.39 都築　　甫　(2) 12.39 松葉　正也　(2) 12.42

介良-0.7 介良-1.1 附属-1.0 一宮-0.7 土佐-0.7 奈半利-0.7 学芸-0.7 土佐塾-1.0

4日 ２００ｍ 西川　　諒　(3) 25.27 都築　　甫　(2) 25.35 大塚　　昇　(3) 25.39 松葉　正也　(2) 25.48 依光　　蓮　(3) 25.55 武田　周也　(3) 25.78 濱田　優人　(3) 25.94 西川　静秀　(2) 25.96

土佐塾+0.8 学芸-0.8 一宮-0.8 土佐塾-0.8 三里-0.9 附属+0.8 三里-0.8 城西-0.1

4日 ４００ｍ 水野　滉太　(2)  1:08.66 前田　博哉　(2)  1:12.18

一宮 奈半利

4日 ８００ｍ 山本　高史　(2)  2:36.90 水野　滉太　(2)  2:39.14 日林　伊織　(2)  2:39.57 森　　啓吾　(1)  2:40.87 細川　真裕　(3)  2:43.81 辻村真太郎　(1)  2:45.73 市川　拓弥　(1)  2:50.36 寺村　康平　(1)  2:51.51

附属 一宮 介良 附属 附属 三里 附属 西部

4日 １５００ｍ 下司　竜也　(2)  5:22.80 坂本　健太　(1)  5:23.29 金子　将也　(2)  5:23.68 川本　和輝　(3)  5:25.12 伊藤　佳斗　(2)  5:25.29 山本　高史　(2)  5:25.87 山中　雄行　(2)  5:25.92 西川　　力　(2)  5:26.07

一宮 一宮 西部 三里 西部 附属 介良 大津

4日 ３０００ｍ 有岡　　戒　(3) 11:05.11 平井　哲哉　(3) 11:06.57 高橋　　海　(3) 11:07.57 小島　由典　(1) 11:23.47 大原　英人　(2) 11:28.25 松本　幸人　(2) 11:28.49 清岡　大暉　(1) 11:31.49 宮本　高志　(3) 11:36.03

安田 西部 安田 大津 附属 清水ヶ丘 安田 西部

4日 １１０ｍＨ

(0.914m)

4日 走高跳

4日 棒高跳

4日 走幅跳 岡本　直大　(2)   4m70 掛水　健司　(2)   4m64 林　　海斗　(2)   4m47 窪田　叡佑　(1)   4m41 山口　慶悟　(1)   4m39 蛭子　誠也　(2)   4m37 岡西　孝晃　(2)   4m31 奥野　勝巳　(1)   4m28

愛宕+0.9 学芸+0.0 愛宕+0.0 西部+1.1 附属+0.7 城西+0.0 土佐+0.0 安芸+0.0

4日 三段跳

4日 砲丸投

(5.000kg)

4日 １００ｍ 渡辺　　梢　(2) 14.07 恒石　侑子　(2) 14.11 ⑩杉本　知佳(1) 14.11 山中　美穂　(3) 14.19 小松　蒼葉　(2) 14.22 上田　かほ　(3) 14.24 町田有佳子　(1) 14.30 井藤春奈(3)県立南-0.9 14.31

城北-1.0 土佐女-1.0 城西-0.9 安芸-0.9 土佐女-1.0 土佐-0.9 土佐女-0.8 近澤弘実(2)土佐　-0.9 14.31

4日 ２００ｍ 近澤　弘実　(2) 29.30 井藤　春奈　(3) 29.35 杉本　知佳　(1) 29.55 森　　美月　(3) 29.60 岡林　真世　(2) 29.95 濱田あずさ　(3) 30.02 下元　朝美　(2) 30.10 福留　晶子　(1) 30.37

土佐+0.9 県立南+0.9 城西-0.5 西部+0.9 学芸+0.9 城北+0.9 西部+0.0 土佐女-0.5

4日 ８００ｍ 小原　夏実　(1)  2:56.30 矢倉　和泉　(2)  2:56.46 川竹　愛理　(1)  3:01.43 豊永　柴野　(3)  3:01.58 井上　弥咲　(2)  3:06.56 横田　安海　(2)  3:09.10 片岡　玲理　(2)  3:36.50

附属 土佐 清水ヶ丘 介良 潮江 西部 土佐塾

4日 １５００ｍ 高橋　晴香　(1)  6:06.44 小原　夏実　(1)  6:07.90 山中美登里　(3)  6:14.55 竹﨑　彩香　(2)  6:15.74 藤島　るい　(2)  6:16.45 野村　彩夏　(1)  6:22.42 曽我　海咲　(1)  6:24.79 山本亜朱咲　(1)  6:35.22

土佐塾 附属 奈半利 愛宕 横浜 愛宕 清水ヶ丘 奈半利

4日 ３０００ｍ 藤本　真央　(2) 16:15.05

潮江

4日 １００ｍＨ 門田　真歩　(2) 19.38 森　　美月　(3) 20.03 高橋　　蘭　(2) 20.07 曽我沙也加　(2) 20.30 武藤　　舞　(1) 20.58 角原　美里　(2) 20.79 松本　　夕　(2) 20.88 横山　夕華　(1) 20.90

(0.762m) 旭+0.0 西部+0.0 清水ヶ丘+0.0 清水ヶ丘+0.0 三里+0.0 愛宕+0.0 附属+0.0 城西+0.0

4日 走高跳 岡田　夏奈　(2) 1m30 和田里緒菜　(1) 1m25 城西 大峯　涼夏　(2) 1m25 土佐女 宮田　茉奈　(1) 1m20 学芸 山脇ひなの　(1) 1m20

横浜 大西　麻衣　(3) 1m25 介良 川﨑　麻穂　(2) 1m25 安芸 赤井　彩夏　(1) 1m20 附属 学芸

4日 走幅跳 川田　芽維　(2)   4m21 田村　知菜　(2)   4m03 上原まりの　(2)   3m98 町田有佳子　(1)   3m95 高橋　ゆい　(2)   3m95 池田　詩織　(1)   3m93 高橋　南海　(1)   3m93 田内　瑞季　(2)   3m86

土佐女+2.4 *F2 土佐塾+1.0 城北+0.6 土佐女+0.1 横浜+0.9 三里+0.8 大津+0.1 大津+1.3

4日 砲丸投 安岡　那生　(3)   6m12 五藤　葉月　(2)   5m59 黒瀬　葉月　(2)   5m27 藤川　桃香　(1)   5m03

(2.721kg) 芸西 奈半利 愛宕 土佐女

すべてタイムレースで実施　○つきの数字は順位
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9/4 12:00の気象：くもり、29.5℃、68％、南東の風 2.4m/s [NKJ：高知県中学新記録，NGR：大会新記録］


