
第第第第 38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２７年９月５日(土)～９月６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

5日 １００ｍ 恒石　楓太　(3) 12.18 阿久津佑熙　(3) 12.23 武田　海輝　(3) 12.34 矢野　成時　(3) 12.36 中澤　奎斗　(2) 12.36 今井　睦和　(3) 12.46 国沢　佑斗　(2) 13.43

風:-0.3 県立安芸 土佐 学芸 朝倉 土佐 三里 附属

6日 ２００ｍ 森木　友祥　(3) 25.72 諸隈健太郎　(3) 25.84 上田　悠人　(3) 26.55 小山　裕樹　(2) 26.72 竹村　宗浦　(2) 26.81 三谷　真広　(2) 26.94 安岡　翔斗　(2) 27.44 西山　　翔　(2) 27.75

附属+0.8 学芸+0.5 土佐塾+0.5 大津+0.5 大津+0.0 附属+0.0 西部+0.0 大津+0.5

5日 ４００ｍ 國澤　未来　(1)  1:00.75 熊澤　隆成　(3)  1:00.89 小田　大輝　(2)  1:02.28 竹林　飛陽　(3)  1:03.47 安光　勇人　(1)  1:08.92

高知 学芸 西部 大津 西部

6日 ８００ｍ 濱崎　　凌　(1)  2:38.20 山崎　広翔　(1)  2:38.42 窪田　　光　(3)  2:42.39 安岡　茉浩　(1)  2:43.01 鍋島　　蓮　(3)  2:43.38 山﨑　一輝　(1)  2:48.59 安岡　大輝　(2)  2:48.97 山中　颯太　(1)  2:50.88

学芸 附属 三里 朝倉 三里 西部 高知ろう 一宮

5日 １５００ｍ 桒名　樂人　(3)  5:10.53 中山　恵汰　(3)  5:11.65 濱崎　　凌　(1)  5:11.77 横田　哲平　(2)  5:13.68 森光　寛人　(1)  5:16.67 安岡　茉浩　(1)  5:20.11 米山　智暁　(2)  5:23.08 池　　佳龍　(3)  5:24.07

学芸 学芸 学芸 愛宕 学芸 朝倉 土佐塾 一宮

6日 ３０００ｍ 中山　恵汰　(3) 11:44.47 横田　哲平　(2) 11:56.63 公文　大雅　(1) 12:19.08 濱崎　亮羽　(2) 12:53.11

学芸 愛宕 春野 附属

5日 １１０ｍＨ

(0.914m)

5日 走高跳

5日 棒高跳

6日 走幅跳 坂本　崇輔　(1)   4m95 西本　大樹　(3)   4m92 永野　貴雅　(2)   4m82 佐野　開自　(3)   4m78 秋山　隆誠　(1)   4m65 町田　竜樹　(1)   4m60 名倉　冬馬　(2)   4m57 松井　翔太　(1)   4m50

土佐+0.0 土佐塾+0.7 愛宕+0.0 一宮+0.0 介良+0.7 附属+0.0 土佐塾+0.3 一宮+0.4

5日 三段跳

5日 砲丸投

(5.000kg)

5日 １００ｍ 中野　文華　(2) 13.70 深尾　　茜　(3) 13.71 弘瀬　由実　(2) 13.90 田村　萌奈　(1) 13.98 岡林　澪春　(1) 14.07 岡崎　　遥　(2) 14.12 松下  　葵　(1) 14.13 泉谷　真菜　(2) 14.16

風:+0.4 土佐塾 吉良川 土佐 城西 大津 潮江 土佐 県立南

6日 ２００ｍ 上平田莉穂　(2) 29.20 吉岡佳乃子　(3) 29.52 岡田　神奈　(2) 29.60 松下  　葵　(1) 29.74 北岡千咲季　(3) 29.81 山碕　睦音　(1) 29.95 松岡　　悠　(2) 30.24 濱田　雅帆　(1) 30.40

土佐+0.6 土佐塾+0.0 学芸+0.6 土佐+0.0 学芸+0.3 城西+0.4 愛宕+0.0 学芸+0.0

6日 ８００ｍ 堀内里夏子　(2)  2:51.69 中平　　凜　(2)  2:54.46 小島　典加　(3)  2:55.44 塩見　那菜　(2)  2:56.09 池　　のん　(2)  2:56.11 田部安哉音　(1)  2:59.69 大西　あゆ　(2)  3:02.99 寺川  　凜　(1)  3:03.35

土佐塾 潮江 大津 土佐女 学芸 学芸 土佐女 介良

5日 １５００ｍ 岡村真理子　(2)  5:28.70 久川すみれ　(3)  5:31.36 島岡　かの　(1)  5:31.82 西川ほの香　(1)  5:32.12 下村　真白　(3)  5:37.13 吉川萌々歌　(1)  5:41.61 関谷　紋加　(2)  5:43.56 松本　実怜　(3)  5:49.80

西部 附属 大津 土佐 附属 大津 附属 朝倉

6日 ３０００ｍ 柳瀬みのり　(2) 13:40.74

附属

5日 100mH(0.762m)

(0.762m)

5日 走高跳 小野　萌愛　(2)   6m62 矢野　琴美　(2)   6m37 立道　咲喜　(1)   4m67 久岡　京花　(1)   4m15

一宮 潮江 一宮 一宮

5日 棒高跳 出場選手なし

6日 走幅跳 池田佳菜子　(3)   4m19 柿葉　有那　(3)   4m12 谷　  杏音　(1)   4m12 高橋　奈巳　(3)   4m07 小松　由季　(2)   4m07 都築あずさ　(2)   4m01 窪田　陽菜　(1)   3m96 坂上　春枝　(1)   3m85

土佐女+0.0 学芸+0.0 県立安芸+0.2 城西+0.0 県立安芸+0.0 一宮-0.1 介良+0.0 高知+0.3

5日 砲丸投 小野　萌愛　(2)   6m62 矢野　琴美　(2)   6m37 立道　咲喜　(1)   4m67 久岡　京花　(1)   4m15

(2.721kg) 一宮 潮江 一宮 一宮
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9/5 12:00の気象：曇り、27.5℃、66％、南南東の風 0.4m/s

9/6 12:00の気象：雨22.0℃、91％、無風 [NGR：大会新記録］


