
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 諏訪　裕祐　(3) 10.72 岡村　幸哉　(1) 10.82 江國　隼斗　(1) 11.13 坂田　篤希　(2) 11.27 齋藤　克弥　(2) 11.29 古井　理也 11.37 高木　基継 11.39

風:+1.1 高知大 NGR 岡豊 NGR 高知大 安芸 岡豊 MMG 高知union

2日 ２００ｍ 諏訪　裕祐　(3) 21.68 岡村　幸哉　(1) 21.84 坂田　篤希　(2) 22.53 江國　隼斗　(1) 22.56 畠山　佳之 22.70 岡田　和樹　(2) 22.81 鈴木　滉一　(2) 23.02 古井　理也 23.28

風:-0.3 高知大 NGR 岡豊 NGR 安芸 高知大 高知union 小津 高知工 MMG

1日 ４００ｍ 上野　和樹　(2) 50.75 池本　学世　(1) 51.23 池田　　柾　(2) 52.05 吉永　　凌　(2) 52.35 東田　卓也　(2) 52.75 苅谷　勇希　(2) 53.07 久保　絢奨　(3) 53.47

追手前 高知大 小津 西 追手前 安芸 高知農

2日 ８００ｍ 森光　佑矢　(2)  2:04.30 西澤　和展　(6)  2:07.15 深尾　隆介　(2)  2:08.64 堀内　建吾  2:10.68 西村　祐亮　(2)  2:11.26 中田　克樹　(2)  2:13.15 若江　秀樹　(2)  2:15.24 岩本　啓寛　(2)  2:17.51

高知ろう 高知工科大 高知工 土佐AC 小津 土佐 土佐 追手前

1日 １５００ｍ 山﨑　竹丸  4:10.86 武市　大輝　(1)  4:15.95 門田　晃誠　(2)  4:16.69 貞廣　康太　(2)  4:18.45 岡﨑　一樹　(2)  4:21.23 谷口　立樹　(2)  4:25.27 中平　隆文　(1)  4:26.99 中村　直哉　(3)  4:31.08

金太郎SC 高知工 追手前 安芸桜ヶ丘 土佐塾 土佐 高知工 安芸桜ヶ丘

2日 ５０００ｍ 井本　　景　(1) 15:37.04 森田　優太　(2) 15:37.90 島田　舜平　(2) 15:44.76 湯原　孝介　(3) 15:49.91 田邉　有彦 15:50.59 千屋　和仁 15:51.65 寺田　勇気　(1) 16:03.73 岡﨑　一樹　(2) 16:08.88

高知工 高知大 高知工 高知工 高知市消防局 高知県庁 高知大 土佐塾

1日 110mH(1.067m)伊與田幸請 16.34 秦泉寺慎太郎(2) 16.84 清遠　隆介　(1) 17.06

風:+0.3 高知union 南 追手前

2日 ４００ｍＨ 上野　和樹　(2) 56.41 河口　凌大　(2) 58.38 西森　圭吾　(2)  1:00.89 中内　拓司　(1)  1:01.59 秦泉寺慎太郎(2)  1:02.52 戸田祐一郎　(2)  1:03.75 谷本　睦弥　(2)  1:07.23 釣井　　真　(2)  1:10.60

(0.914m) 追手前 高知農 小津 高知大 南 岡豊 安芸 岡豊

1日 ４×１００ｍ 高知union 42.52 岡豊A 43.51 高知工 44.52 MMG 44.55 小津 44.58 土佐 44.76 安芸 44.89 岡豊B 45.56

   橋本　　武    堀尾　海人    和田　淳也    片岡　孝夫    岡田　和樹    松元　聡史    小原　康平    廣井　崇人

   斎木　　淳    岡村　幸哉    前田　芳希    市田　英雄    国沢　佑貴    荒木　勇貴    坂田　篤希    依光　　蓮

   高木　基継    齋藤　克弥    鈴木　滉一    六車　耕輔    北村　一真    西森　康瑛    谷本　睦弥    釣井　　真

   末田　里木    谷崎　吉泰    前田　充貴    古井　理也    池田　　柾    澤田　隆成    苅谷　勇希    山田　樹也

2日 ４×４００ｍ 追手前A  3:28.85 小津  3:30.44 土佐A  3:33.91 高知工  3:36.36 岡豊  3:37.31 学芸B  3:38.13 土佐塾A  3:43.08

   東田　卓也    岡田　和樹    澤田　隆成    德永　拓海    釣井　　真    沖津　育実    上岡　幸司

   上野　和樹    池田　　柾    荒木　勇貴    鈴木　滉一    谷崎　吉泰    筒井　健二    森田　恭平

   清遠　隆介    国沢　佑貴    松元　聡史    深尾　隆介    依光　　蓮    野本　貴裕    中山　昌俊

   岩本　啓寛    西森　圭吾    西森　康瑛    前田　芳希    土居　英雅    中村　太一    竹村　太希

2日 走高跳 中谷　洋文 2m00 大西龍之介　(2) 1m75 三上　健吾 1m75 豊川　雄輔　(1) 1m75 谷　　　遼　(2) 1m70 森本　匡心　(1) 1m65 鎌土　　翼　(1) 1m65 戸田祐一郎　(2) 1m65

高知union 高知農 神戸大 高知大 岡豊 高知農 高知農 岡豊

1日 棒高跳 入賞者なし

2日 走幅跳 齋藤　克弥　(2)   7m21 清遠　隆介　(1)   6m51 村岡　雄也　(1)   5m98 高橋　静也　(1)   5m74 内山　悠也　(1)   5m74 前田　充貴　(1)   5m62 松田　宏太　(2)   5m58 山脇　北斗　(1)   5m20

岡豊+1.0 追手前+0.5 西+0.6 高知農-0.1 高知農+2.1 ﾅｼ 高知工+1.2 高知農+1.3 高知商+2.9 *F6

1日 三段跳 森本　健太  13m97 奥村　隆斗　(3)  13m36 三上　健吾  13m05 小原　康平　(2)  12m98 松田　宏太　(2)  12m51 大西龍之介　(2)  12m45 村岡　雄也　(1)  12m34 谷　　　遼　(2)  12m31

高知陸協+0.3 高知農+2.5 *F3 神戸大+0.3 安芸+2.7 *F6 高知農+1.9 高知農+1.9 西+0.1 岡豊+1.0

2日 砲丸投 高橋　克昌　(4)  11m48 平井　仁暉　(2)  11m28 藤本　竜平　(1)  10m60

(7.260kg) 高知大 高知大 高知大

2日 砲丸投 森田　賢志　(2)  12m48 森　　祐典　(2)  11m61 堀尾　海人　(2)  11m06 西森　　悟　(2)  10m81 片岡　良彰　(1)  10m04 荒川　佳祐　(2)  10m02 竹田　浩己　(2)   9m63 岡村　　蒼　(2)   9m17

(6.000kg) 海洋 追手前 岡豊 学芸 岡豊 安芸桜ヶ丘 室戸 高知工

1日 円盤投 尾崎　雅志  35m84 高橋　克昌　(4)  34m68 藤本　竜平　(1)  30m50 籠場　友哉　(3)  28m40

(2.000kg) 学芸ZERO 高知大 高知大 高知大

1日 円盤投 森田　賢志　(2)  41m06 堀尾　海人　(2)  36m64 森　　祐典　(2)  30m64 上田　桂太　(2)  29m77 片岡　良彰　(1)  25m80 西村　優樹　(2)  22m53 山本　晃司　(2)  20m92 中村　竜生　(1)  17m32

(1.750kg) 海洋 NKH 岡豊 追手前 高知農 岡豊 南 高知ろう 海洋

2日 やり投 横堀　誠也　(2)  60m85 東森　知生  51m62 西村　優樹　(2)  48m61 窪内　勘介　(2)  47m77 長﨑　大地　(1)  44m25 武内　　凌　(1)  41m90 小笠原　陸  40m87 金子　一輝　(2)  37m42

(0.800kg) 高知大 鈴蘭台AC 南 高知農 土佐塾 海洋 鈴蘭台AC 南
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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］


