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平成２６年８月３０日(土)～８月３１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

30日 １００ｍ 武政龍之介　(3) 11.62 中島　澪哉　(2) 11.65 吉田　智拓　(3) 11.66 河野　　凜　(3) 11.81 中澤　大誓　(2) 11.97 加納　楓斗　(2) 12.05
風:+0.0 土佐 県立安芸 学芸 三里 旭 学芸

31日 ２００ｍ 吉田　智拓　(3) 23.18 武政龍之介　(3) 23.64 中島　澪哉　(2) 23.78
風:+0.8 学芸 土佐 県立安芸

30日 ４００ｍ 唐岩　優作　(3) 53.06 山﨑　健司　(3) 56.75 三谷康一郎　(3) 57.22 上岡　樹宗　(3) 57.90 塩田　裕実　(3) 58.80 伊吹翔太郎　(3) 58.94 熊澤　隆成　(2) 59.24
土佐塾 土佐塾 一宮 学芸 土佐塾 県立安芸 学芸

31日 ８００ｍ 山本　凌平　(3)  2:15.83 大窪　伶典　(2)  2:18.54 塩田　裕実　(3)  2:18.89 上田　颯真　(3)  2:19.11 上岡　樹宗　(3)  2:19.38 寺岡　鋭祐　(2)  2:24.35 間　　太紀　(2)  2:27.78 西村　玲威　(2)  2:29.83
土佐塾 三里 土佐塾 学芸 学芸 安芸 一宮 旭

30日 １５００ｍ 德弘　大輝　(3)  4:40.06 山本　竜世　(2)  4:45.10 市川　俊輔　(1)  4:47.31 江口　周希　(2)  4:49.58 山本　凌平　(3)  4:50.12 間　　太紀　(2)  4:58.29 吉良　泰人　(3)  4:59.72 上村　啄斗　(3)  5:00.01
大津 土佐 学芸 附属 土佐塾 一宮 春野 附属

31日 ３０００ｍ 三谷康一郎　(3)  9:49.44 廣光　諒輔　(3)  9:57.29 山本　竜世　(2) 10:16.40 江口　周希　(2) 10:36.91 市川　俊輔　(1) 10:57.03 上村　啄斗　(3) 10:59.74 吉良　泰人　(3) 11:02.44 野村　信平　(1) 11:07.31
一宮 学芸 土佐 附属 学芸 附属 春野 附属

30日 110ｍＨ(0.914m)野村　洸太　(3) 15.56 森田　一慶　(3) 16.05 窪内　康祐　(3) 16.77 隅田涼太郎　(3) 17.55 掛水　久稀　(2) 18.15 笠原　輝海　(2) 20.71 中屋　偉富　(1) 22.01
風:+0.0 学芸 春野 県立安芸 朝倉 西部 鏡 介良

31日 ４×１００ｍ 学芸A 45.60 土佐塾A 46.53 県立安芸 46.76 土佐A 46.86 旭 47.42 土佐B 49.69 一宮 49.93
   入交　智宏　    政岡　智也　    恒石　楓太　    五味弘一郎　    山﨑　真寛　    中澤　奎斗　    山﨑　颯真　

   吉田　智拓　    唐岩　優作　    中島　澪哉　    宮地　博紀　    中澤　大誓　    阿久津佑熙　    平田悠一郎　

   野村　洸太　    道中　優汰　    窪内　康祐　    西森　大起　    東　　大樹　    西森　友哉　    松井　陸也　

   加納　楓斗　    山﨑　健司　    伊吹翔太郎　    武政龍之介　    小川　海里　    宮下　智成　    山本　勇和　

30日 走高跳 山中　剛志　(3) 1m40 岡村虎太郎　(1) 1m25 横田　哲平　(1) 1m15
奈半利 西部 愛宕

30日 棒高跳 岡林　竜星　(3) 3m20 野中　龍人　(2) 2m90 森田　　頼　(1) 2m40
西部 西部 西部

31日 走幅跳 野村　洸太　(3)   6m36 加納　楓斗　(2)   5m92 森田　一慶　(3)   5m89 高橋　卓宏　(3)   5m74 川渕　皐希　(3)   5m72 山本　敦心　(3)   5m54 窪内　康祐　(3)   5m36 森尾　寧人　(2)   5m21
学芸+1.8 学芸+0.1 春野-1.7 附属+1.1 西部+0.0 三里-0.2 県立安芸-0.2 大津+0.0

30日 三段跳 高橋　卓宏　(3)  11m62 荒川　　大　(2)  10m54
附属-0.6 介良+0.0

30日 砲丸投 恒石　楓太　(2)   9m51 上村　流風　(3)   8m83 寺内　　颯　(2)   8m22 谷岡　直樹　(3)   8m01 仙頭　卓也　(2)   7m85 尾野　桂護　(2)   7m49 久保田昇平　(2)   7m38 弘光　奎文　(1)   6m65
(5.000kg) 県立安芸 大津 安芸 奈半利 一宮 清水ヶ丘 西部 大津

30日 １００ｍ 五百蔵美希　(3) 13.02 徳永　彩美　(2) 13.11 山崎　愛由　(3) 13.27 徳永　琴音　(3) 13.52 前田　夏希　(3) 13.53 大久保咲奈　(2) 13.60 小松三紗季　(3) 13.80 梶田　　彩　(3) 13.83
風:+0.3 城西 学芸 土佐女 県立安芸 学芸 旭 県立安芸 土佐

31日 ２００ｍ 鎌倉なぎさ　(2) 27.11 黒岩星紗碧　(3) 27.39 徳永　彩美　(2) 27.50 徳永　琴音　(3) 28.02 小松三紗季　(3) 28.13 前田　夏希　(3) 28.15 松井　伶輝　(3) 28.45 梶田　　彩　(3) 29.07
風:-0.9 大津 土佐女 学芸 県立安芸 県立安芸 学芸 城西 土佐

31日 ８００ｍ 宮﨑　彩木　(2)  2:36.77 島内　里緒　(1)  2:41.38 堀内里夏子　(1)  2:42.33 小松　歩夢　(1)  2:43.51 小谷紗由記　(2)  2:49.06 松本　実怜　(2)  2:49.24 片山　日和　(3)  2:55.03 大西　あゆ　(1)  2:58.36
学芸 県立安芸 土佐塾 県立安芸 安芸 朝倉 土佐女 土佐女

30日 １５００ｍ 伊藤向日葵　(2)  5:17.62 岡村真理子　(1)  5:19.27 下村　真白　(2)  5:21.91 円山　紀乃　(2)  5:29.88 宮﨑　彩木　(2)  5:30.45 籠見日南子　(2)  5:31.82 小谷紗由記　(2)  5:34.37 公文　李紗　(3)  5:37.19
附属 西部 附属 潮江 学芸 附属 安芸 安芸

31日 ３０００ｍ 岡村真理子　(1) 11:35.78 寺尾　鼓妙　(3) 11:51.03 伊藤向日葵　(2) 11:56.84 下村　真白　(2) 11:57.43 久川すみれ　(2) 12:00.00 塩見　那菜　(1) 12:11.74 籠見日南子　(2) 12:14.41 下村　絢音　(1) 12:48.16
西部 城西 附属 附属 附属 土佐女 附属 附属

30日 100mH(0.762m) 五百蔵美希　(3) 14.80 片岡　琴音　(3) 15.16 黒岩星紗碧　(3) 15.72 岸野　美雨　(2) 15.76 松井　伶輝　(3) 15.82 森田　柚奈　(3) 18.03 毛利　閑華　(3) 18.61 野村　円美　(3) 19.54
風:+0.4 城西 NGR 城西 土佐女 大津 城西 土佐女 朝倉 朝倉

31日 ４×１００ｍ 土佐女A 51.74 県立安芸 52.99 学芸A 55.45 土佐 56.20 学芸B 56.36 朝倉 57.30 土佐女B 57.31 附属 57.95
   片山　日和　    小野　沙月　    北岡千咲季　    松崎　文香　    曽我　　遥　    毛利　閑華　    山崎万耶子　    伊藤向日葵　

   山崎　愛由　    小松三紗季　    徳永　彩美　    上平田莉穂　    隅田　咲花　    安岡　采穂　    池田佳菜子　    岡　　瑞恵　

   森田　柚奈　    徳永　琴音　    宮﨑　彩木　    佐野　月美　    山本　萌野　    野村　円美　    小笠原未怜　    藤﨑　由菜　

   黒岩星紗碧　    島内　結希　    弘田安佳音　    濵田　沙弥　    前田　夏希　    中矢　明里　    池知　朋美　    下村　真白　

30日 走高跳 池知　朋美　(2) 1m54 岸野　美雨　(2) 1m40 東　　由衣　(2) 1m35 同順:寺川　　輝　 1m35 奥野　貴子　(2) 1m30 岡林　　舞　(3) 1m30 岡崎　　遥　(1) 1m30 福原　ノア　(1) 1m25
土佐女 NGR 大津 城西 介良 県立南 城北 潮江 城北

30日 棒高跳 間　　紫南　(3) 1m90
西部

31日 走幅跳 山崎　愛由　(3)   5m01 片岡　琴音　(3)   4m96 大久保咲奈　(2)   4m82 島内　結希　(1)   4m64 東　　由衣　(2)   4m52 山﨑　由菜　(2)   4m40 高橋　奈巳　(2)   4m32 竹﨑　希未　(1)   4m25
土佐女-0.2 城西-0.7 旭+0.0 県立安芸-0.7 城西-0.3 県立南+0.0 城西-0.0 三里-0.3

30日 砲丸投 垂水　　雅　(3)   9m43 公文　李紗　(3)   8m45 永野　咲希　(3)   8m26 井上　未來　(1)   8m07 楠瀬　ねね　(3)   8m02 北岡千咲季　(2)   7m23 山崎万耶子　(2)   7m01 高橋　奈巳　(2)   6m93
(2.721kg) 奈半利 安芸 介良 県立南 土佐女 学芸 土佐女 城西

最優秀校：高知学芸中学校 優秀選手賞：五百蔵美希(城西中学校）
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8/30 12:00の気象：晴れ、24.5℃、60％、北東の風 0.8m/s

8/31 12:00の気象：晴れ、27.3℃、63％、北西の風 0.8m/s [NGR：大会新記録］


