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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 江國　隼斗　(3) 10.82 黒川　至仁　(1) 11.07 諏訪　裕祐 (M1) 11.08 清遠　隆介　(3) 11.10 山下　康平 (M2) 11.11 井上　美優　(2) 11.14 福岡　大生 11.17 大星　快太　(4) 11.22

風:+0.5 高知大 高知大 高知大 追手前 九州大 岡山商科大 team AMTC･兵庫 高知大

31日 ２００ｍ 井上　美優　(2) 22.56 福岡　大生 22.58 黒川　至仁　(1) 22.73 石村　侑大 (M1) 22.78 澤田　直輝　(3) 22.89 武政　勇也　(2) 23.21 諏訪　裕祐 (M1) 24.63

風:+0.5 岡山商科大 team AMTC･兵庫 高知大 高知大 高知農 高知工 高知大

30日 ４００ｍ 武田　知久　(3) 51.83 苅谷　勇希　(1) 51.96 吉永  　凌 53.14 岩本　颯太　(2) 53.93

高知工 高知大 高知union 城南･徳島

31日 ８００ｍ 岩原　朋史　(2)  2:02.11 谷　　亮成　(2)  2:03.20 森本　匡心　(3)  2:05.50 岡林　晃矢　(2)  2:05.75 西村  　涼　(2)  2:15.02 和泉  　友　(2)  2:16.50 篠原　大輝　(1)  2:19.71 山田　颯太　(1)  2:23.22

小津 土佐 高知農 高知農 西 西 追手前 城南･徳島

30日 １５００ｍ 岩原　朋史　(2)  4:09.34 小松　慶士　(2)  4:11.13 森田　優太　(4)  4:12.57 伊勢脇厚哉　(3)  4:20.60 足立遼太郎　(1)  4:20.95 須藤　孝博　(2)  4:21.57 日林　伊織　(2)  4:23.90 田岡　大周　(1)  4:24.46

小津 安芸 高知大 高知大 城南･徳島 安芸 岡豊 追手前

31日 ５０００ｍ 小松　慶士　(2) 16:02.20 伊勢脇厚哉　(3) 16:07.85 樫本　篤実 16:19.97 須藤　孝博　(2) 16:22.08 森岡　嵩斗　(3) 16:27.04 西村　太志　(3) 16:30.71 森田　優太　(4) 16:39.23 野川　雄史 (M2) 16:52.34

安芸 高知大 ﾌﾞﾙﾚｽｶ･徳島 安芸 春野 高知大 高知大 高知大

30日 110mH(1.067m) 秦泉寺慎太郎(1) 16.08 猪子　智至　(2) 16.18 伊與田幸請 16.59 上野　想朔　(2) 17.12 豊川　雄輔　(3) 17.37 山﨑　大生　(1) 18.02

風:+1.6 岡山商科大 城南･徳島 高知union 城南･徳島 高知大 土佐

31日 ４００ｍＨ 武田　知久　(3) 56.92 多和　元基　(3) 57.33 岸本　拓志 58.01 土居　正幸　(2) 59.63 光岡　諒彦　(2) 59.74 小松　智哉　(2)  1:03.08 山﨑　大生　(1)  1:03.09 猪子　智至　(2)  1:03.44

(0.914m) 高知工 高知農 tranfi 南 学芸 高知農 土佐 城南･徳島

30日 ４×１００ｍ 高知大A 41.78 高知大B 43.14 岡豊B 44.44 安芸 44.83 城南A 44.85 高知工 45.83 城南B 46.07

   諏訪　裕祐 NGR    本間　貴大　    濱田進次郎　    坂田　光希　    吉岡　京介　    高橋　知広　    尾崎　航陽　

   江國　隼斗　    黒川　至仁　    掛水　孝哉　    中島　修那　    井内　研二　    武政　勇也　    佐光　　基　

   横山新太朗　    石丸　滉貴　    岡　　亮佑　    坂本　　響　    井上　普人　    西内　翔吾　    岩本　颯太　

   大星　快太　    元戎　勇斗　    山口　慶悟　    藤堂　誉志　    源　　文也　    濱田　　剛　    上野　想朔　

31日 ４×４００ｍ 高知大A  3:30.85 高知工  3:32.46 岡豊  3:32.83 高知大B  3:35.89 土佐  3:39.19 西  3:44.05 追手前  3:48.07

   鷲尾　和也　    濱田　　剛　    小山　　昭　    本間　貴大　    池澤　雄太　    和泉  　友　    山岡瑛利椰　

   江國　隼斗　    武政　勇也　    掛水　孝哉　    石丸　滉貴　    日浦　恒星　    下元　謙信　    山中　雄行　

   寺田　勇気　    齋藤　　洸　    大西　悠太　    苅谷　勇希　    山﨑　大生　    西村  　涼　    濵田　倫行　

   石村　侑大    武田　知久　    濱田進次郎　    黒川　至仁　    谷　　亮成　    恒石　実大　    篠原　大輝　

31日 走高跳 大西　悠太　(2) 1m92 田中　佳祐　(1) 1m90 久保  　潤　(1) 1m80 西 山崎　和生　(1) 1m75 橋本　匠人　(3) 1m75 鎌土　　翼　(3) 1m75 長村　悠平　(1) 1m75

岡豊 高知大 豊川　雄輔　(3) 1m80 高知大 岡豊 清水 高知農 城南･徳島

30日 棒高跳 中西　優介　(1) 3m30 中園　裕貴　(2) 3m10

城南･徳島 城南･徳島

31日 走幅跳 清遠　隆介　(3)   6m85 大羽　寛史 (M1)   6m69 山﨑　隆史　(1)   6m63 井上　　寿　(2)   6m53 恒石　　椋　(2)   6m50 源　　文也　(2)   6m45 岡　　亮佑　(1)   6m27 蛭子　誠矢　(2)   6m03

追手前-0.6 高知大+0.6 高知工+0.7 岡豊+0.8 高知農+2.8 *F2 城南･徳島+1.4 岡豊+0.3 南+1.1

30日 三段跳 村岡　雄也　(3)  13m26 濱田　　剛　(1)  12m67 恒石　　椋　(2)  12m64 長村　悠平　(1)  12m33 北村　悠平　(1)  11m95 西本　允郁　(2)  11m84 佐藤　誠也　(2)  11m79 坂田　光希　(1)  11m61

西+1.4 高知工+0.0 高知農-0.1 城南･徳島+1.0 高知農+2.1 城南･徳島+0.2 高知大+0.2 安芸+0.7

31日 砲丸投 野村　晋平　(1)  11m79

(7.260kg) 高知大

31日 砲丸投 岡林　克弥　(2)  12m49 多田　　翼　(2)  11m73 川崎　功貴　(2)  11m18 寺尾　隆彦　(2)  10m05 筒井　悠弥　(2)   9m64 松岡　寛人　(2)   8m48 寺村　康平　(1)   7m83

(6.000kg) 高知工 城南･徳島 岡豊 小津 西 高知農 高知工

30日 円盤投

(2.000kg)

30日 円盤投 川崎　功貴　(2)  30m95 多田　　翼　(2)  30m51 三石　将史　(3)  28m77 岡林　克弥　(2)  27m62 恒石　　椋　(2)  26m46 小松　智哉　(2)  26m41 井上　丈哉　(2)  24m90 筒井　悠弥　(2)  23m05

(1.750kg) 岡豊 城南･徳島 高知農 高知工 高知農 高知農 安芸桜ケ丘 西

31日 やり投 美鳥  　尚　(3)  57m57 三石　将史　(3)  57m05 三宅　和弘　(4)  46m89 濵口　椋成　(2)  45m42 岡林　孝太　(2)  40m84 多田　　翼　(2)  40m12 山形　祐正  35m72 佐光　　基　(2)  32m16

(0.800kg) 鳴門渦潮･徳島 高知農 高知大 学芸 高知商 城南･徳島 高知陸協 城南･徳島
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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］


