
第第第第 35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  兼兼兼兼  第第第第 21回高知市高等学校陸上競技対校選手権大会回高知市高等学校陸上競技対校選手権大会回高知市高等学校陸上競技対校選手権大会回高知市高等学校陸上競技対校選手権大会 入賞者一覧表入賞者一覧表入賞者一覧表入賞者一覧表
平成２４年９月１日(土)～９月２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
1日 １００ｍ 山口　慶悟　(2) 11.66 山本慎太郎　(3) 11.72 都築　　甫　(3) 11.99 山﨑　唯冬　(3) 12.00 坂田　光希　(2) 12.25 中島　修那　(3) 12.33 松葉　正也　(3) 12.35 唐岩　優作　(1) 12.56

風:+1.4 附属 介良 学芸 朝倉 県立安芸 県立安芸 土佐塾 土佐塾

2日 ２００ｍ 山口　慶悟　(2) 23.66 都築　　甫　(3) 24.33 土居　正幸　(3) 24.37 光岡　諒彦　(3) 24.61 中島　修那　(3) 24.87 坂田　光希　(2) 24.89 濱田進次郎　(3) 25.07 曽我部勇吾　(3) 25.39

風:+1.4 附属 学芸 城北 学芸 県立安芸 県立安芸 城北 土佐

1日 ４００ｍ 濱田進次郎　(3) 55.71 谷　　亮成　(3) 56.99 日浦　恒星　(3) 58.21 橋田　武知　(2) 58.23 由藤　　遼　(3) 58.40 窪田　叡佑　(2)  1:00.66 斎藤　　洸　(3)  1:00.97 久保　佑都　(3)  1:01.69

城北 土佐 土佐 学芸 学芸 西部 潮江 一宮

2日 ８００ｍ 谷　　亮成　(3)  2:12.78 山中　雄行　(3)  2:16.84 池田　瑞樹　(3)  2:19.23 日林　伊織　(3)  2:21.49 山中　雄貴　(3)  2:22.57 都築　治延　(3)  2:22.79 村上　達朗　(3)  2:25.87 坂本　健太　(2)  2:26.22

土佐 介良 奈半利 介良 学芸 土佐 西部 一宮

1日 １５００ｍ 中島銀治郎　(3)  4:35.15 礒田　開土　(3)  4:36.34 大原　英人　(3)  4:47.58 日林　伊織　(3)  4:49.69 北村　翔太　(3)  4:50.02 森　　啓吾　(2)  4:50.03 西山　尚良　(1)  4:51.93 清岡　大暉　(2)  4:52.48

安田 大津 附属 介良 安田 附属 安田 安田

2日 ３０００ｍ 中島銀治郎　(3)  9:59.97 北村　翔太　(3) 10:17.60 埇田　一成　(2) 10:18.22 礒田　開土　(3) 10:23.64 小島　由典　(2) 10:30.60 下司　竜也　(3) 10:35.40 岡﨑　俊太　(3) 10:35.45 伊藤　佳斗　(3) 10:42.64

安田 安田 城北 大津 大津 一宮 城北 西部

1日 110mH(0.914m)光岡　諒彦　(3) 17.21 檜垣　侑揮　(3) 17.87 筒井　　健　(3) 19.37 土居　正幸　(3) 20.43 隅田涼太郎　(1) 20.66 坂本　清聡　(2) 21.42 田村　一貴　(3) 22.99

風:+0.1 学芸 学芸 西部 城北 朝倉 学芸 西部

2日 ４×１００ｍ 朝倉A 47.98 学芸A 47.99 西部 48.70 土佐B 49.27 一宮 50.47 土佐A 50.52 学芸B 54.93

   津野　洋誠    光岡　諒彦    筒井　　健    日浦　恒星    山本　真路    中村　一清    明石　颯斗

   山﨑　唯冬    都築　　甫    窪田　叡佑    森崎　嵩大    久保　佑都    池澤　雄太    橋田　武知

   中屋　勝博    檜垣　侑揮    伊藤　佳斗    曽我部勇吾    大塚　　成    宮地　博紀    松本　直也

   島田　海里    山中　雄貴    掛水　孝哉    清水　功雅    岩井　　蓮    武政龍之介    中辻　盾太

1日 走高跳 片岡　知也　(3) 1m40

西部

1日 棒高跳 筒井　　健　(3) 3m40 高橋　和也　(2) 2m70 埇田　一成　(2) 2m10

西部 大津 城北

2日 走幅跳 井上　　寿　(3)   6m05 掛水　孝哉　(3)   5m85 内山　　蓮　(3)   5m59 山崎　隆史　(2)   5m28 武政龍之介　(1)   5m17 濵田　倫行　(3)   5m08 中村　一清　(2)   5m07 山本　敦心　(1)   5m01

芸西+1.3 西部+0.0 城北-0.5 介良+0.5 土佐+0.0 大津+0.0 土佐+1.4 三里+1.3

1日 三段跳 内山　　蓮　(3)  11m96 井上　　寿　(3)  11m44 時光　修平　(2)  11m04 近重　直樹　(3)  10m90 中澤　龍平　(2)  10m46 蛭子　誠矢　(3)  10m42 岡西　孝晃　(3)  10m11

城北+2.3 芸西+0.2 愛宕+0.0 大津+1.3 附属+0.6 城西+0.0 土佐-0.2

1日 砲丸投 岡林　克弥　(3)  11m08 寺尾　隆彦　(3)  10m66 山本　　望　(1)   8m07 濱口　安正　(3)   8m00 竹﨑　大将　(1)   7m42 東野　宏哉　(2)   7m08 梶原　隆成　(1)   6m63

(5.000kg) 一宮 城西 介良 南海 大津 奈半利 安芸

1日 １００ｍ 矢倉　和泉　(3) 13.74 窪田　萌花　(2) 13.80 渡辺　　梢　(3) 13.88 近澤　弘実　(3) 14.00 岩﨑　七緒　(2) 14.02 渋谷　風香　(2) 14.05 濱口奈津実　(2) 14.21

風:+1.0 土佐 県立安芸 城北 土佐 学芸 旭 学芸

2日 ２００ｍ 黒岩　遥香　(3) 27.49 矢倉　和泉　(3) 28.10 岡田　麻由　(2) 28.19 西川　鈴夏　(2) 28.47 窪田　萌花　(2) 28.89 杉本　知佳　(2) 28.94 森田　柚奈　(1) 29.36 小松　蒼葉　(3) 29.47

風:+0.0 城西 土佐 学芸 土佐女 県立安芸 城西 土佐女 土佐女

2日 ８００ｍ 岡村　悠花　(3)  2:31.31 濱口奈津実　(2)  2:34.43 佐竹　美咲　(3)  2:38.51 小松　潤奈　(2)  2:42.69 三谷　菜津　(3)  2:42.72 小原　夏実　(2)  2:50.39 高橋　晴香　(2)  2:56.26 濱崎　菜々　(1)  2:58.83

県立南 学芸 県立安芸 県立安芸 城北 附属 土佐塾 横浜

1日 １５００ｍ 近森　由佳　(3)  5:07.05 寺尾　鼓妙　(1)  5:07.64 山本亜朱咲　(2)  5:47.25 三谷　菜津　(3)  5:47.29 高橋　晴香　(2)  5:58.85 西村　妃南　(3)  6:01.19 小原　夏実　(2)  6:03.15 江口　芹奈　(2)  6:06.13

学芸 城西 奈半利 城北 土佐塾 城北 附属 附属

2日 ３０００ｍ 寺尾　鼓妙　(1) 11:11.29 廣光　とも　(3) 11:20.06 近森　由佳　(3) 11:26.24

城西 土佐女 学芸

1日 100mH(0.762m)黒岩　遥香　(3) 15.45 五百蔵美希　(1) 17.58 宮田　茉奈　(2) 17.64 片岡　琴音　(1) 18.25 山本茉莉子　(3) 18.40 岡本　優衣　(1) 21.57 新田　なる　(1) 21.81 宮本　結月　(1) 21.97

風:+1.5 城西 NGR 城西 学芸 城西 土佐 愛宕 愛宕 附属

2日 ４×１００ｍ 城西A 53.44 学芸B 54.65 城北 55.82 介良 57.27 三里 57.50 横浜 57.89 学芸A  1:00.53

   黒岩　遥香    弘田　香奈    永野　千晶    伊藤　優香    関川ひかり    渡辺　菜月    宮田　茉奈

   片岡　琴音    岩﨑　七緒    渡辺　　梢    島田　照子    坂本　　葵    西岡　　晴    河合　朝香

   五百蔵美希    岡田　麻由    中山　智愛    土居　莉奈    川口　杏香    三好美季穂    岡林　真世

   杉本　知佳    依岡　亜美    渡辺　早紀    久家　琴乃    池田　詩織    吉野　志保    濱口奈津実

1日 走高跳 藤田　　月　(3) 1m45 前田　　皐　(3) 1m35 中山　智愛　(3) 1m30 後藤田　和　(2) 1m25 三好美季穂　(2) 1m20 松井　伶輝　(1) 1m20

西部 安芸 城北 附属 横浜 城西

棒高跳

2日 走幅跳 渡辺　　梢　(3)   4m77 曽我部万菜　(2)   4m76 小松　倫子　(3)   4m70 五百蔵美希　(1)   4m58 山本茉莉子　(3)   4m40 後藤田　和　(2)   4m33 山崎　愛由　(1)   4m28 池田　詩織　(2)   4m21

城北-0.3 土佐女-0.4 大津+0.4 城西-0.0 土佐+0.5 附属-0.3 土佐女+0.0 三里+0.0

1日 砲丸投 杉本　知佳　(2)   8m70 田村　美里　(3)   8m49 中山千紗都　(3)   7m95 五藤　葉月　(3)   7m14 和下田瑞季　(3)   6m98 川﨑　麻穂　(3)   6m97 永野　咲希　(1)   6m85 川﨑　璃子　(1)   6m12

(2.721kg) 城西 介良 県立南 奈半利 大津 安芸 介良 安芸

中
学
男
子

中
学
女
子

9/1 12:00の気象：くもり、25.5℃、97％、北東の風 1.8m/s
9/2 12:00の気象：晴れ、29.0℃、61％、北西の風 1.7m/s [NKH：県高校新記録，NGR：大会新記録］


