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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 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

5日 １００ｍ 中島　澪哉　(3) 11.39 加納　楓斗　(3) 11.50 中屋　潤都　(3) 11.69 中澤　大誓　(3) 11.90 橋本　大輝　(2) 11.93 大原　勇人　(2) 12.05 山﨑　真寛　(3) 12.10 平田悠一郎　(3) 12.17
風:-0.3 県立安芸 NGR 学芸 愛宕 旭 三里 旭 旭 一宮

6日 ２００ｍ 加納　楓斗　(3) 23.01 中島　澪哉　(3) 23.32 橋本　大輝　(2) 24.57 大原　勇人　(2) 24.93 阿久津佑熙　(3) 24.98 武田　海輝　(3) 25.00 山﨑　真寛　(3) 25.21 西森　友哉　(2) 25.68
風:-0.3 学芸 県立安芸 三里 旭 土佐 学芸 旭 土佐

5日 ４００ｍ 武市　征敏　(3) 54.81 中田　浩貴　(3) 56.48 国沢　佑斗　(2) 56.58 森木　友祥　(3) 56.90 大窪　伶典　(3) 57.46 眞辺　大希　(2) 58.04 原　　和史　(2) 58.49
三里 学芸 附属 附属 三里 西部 県立安芸

6日 ８００ｍ 中田　浩貴　(3)  2:12.85 大窪　伶典　(3)  2:15.79 山﨑　　存　(3)  2:20.77 加藤　史也　(1)  2:25.55 國澤　未来　(1)  2:26.84 大島　雄大　(2)  2:27.51 大野　春人　(3)  2:31.11 森光　寛人　(1)  2:31.32
学芸 三里 土佐塾 県立安芸 高知 土佐塾 三里 学芸

5日 １５００ｍ 市川　俊輔　(2)  4:27.66 山本　竜世　(3)  4:30.18 永田　大岳　(3)  4:45.46 古味　詠輔　(2)  4:46.13 岩元　友希　(2)  4:47.31 江口　周希　(3)  4:55.37 野村　信平　(2)  4:58.44 山本　　馨　(2)  5:07.10
学芸 土佐 学芸 春野 県立安芸 附属 附属 一宮

6日 ３０００ｍ 市川　俊輔　(2)  9:45.22 山本　竜世　(3)  9:52.32 古味　詠輔　(2) 10:19.15 山脇　佑斗　(3) 10:19.42 野村　信平　(2) 10:28.04 岩元　友希　(2) 10:39.64 永田　大岳　(3) 10:55.84 桒名　樂人　(3) 11:18.97
学芸 土佐 春野 羽根 附属 県立安芸 学芸 学芸

5日 110mH(0.914m) 掛水　久稀　(3) 17.17 笠原　輝海　(3) 18.33 山﨑　颯真　(3) 19.00 秋月　鉄馬　(1) 19.55 中屋　偉富　(2) 19.90 武政　響也　(1) 20.43 田村　哲生　(2) 22.35
風:-0.5 西部 鏡 一宮 鏡 介良 城西 城西

6日 ４×１００ｍ 旭 47.12 学芸A 47.76 三里 48.15 土佐 49.06 朝倉 49.91 大津A 50.02 大津B 50.17
   大原　勇人　    武田　海輝　    大窪　伶典　    坂本　崇輔　    岡林　佑徒　    桑瀬　雅史　    西山　　翔　
   中澤　大誓　    諸隈健太郎　    武市　征敏　    秋田　航汰　    掛橋　良介　    大坪　　陸　    小山　裕樹　
   市川　渥人　    熊澤　隆成　    今井　睦和　    西森　友哉　    伊藤　悠真　    竹林　飛陽　    長瀬　悟也　
   山﨑　真寛　    加納　楓斗　    橋本　大輝　    中澤　奎斗　    矢野　成時　    森尾　寧人　    竹村　宗浦　

5日 走高跳 恒石　楓太　(3) 1m70 間　　太紀　(3) 1m55 武政　響也　(1) 1m35 古田　高久　(1) 1m35 佐竹　来暉　(1) 1m30
県立安芸 一宮 城西 一宮 一宮

5日 棒高跳 森田　　頼　(2) 3m20 野﨑　朋翼　(3) 3m00 野中　龍人　(3) 3m00
西部 西部 西部

6日 走幅跳 中屋　潤都　(3)   6m06 桑瀬　雅史　(3)   5m51 江村　一輝　(2)   5m48 森尾　寧人　(3)   5m34 荒川　　大　(3)   5m34 山下　義礼　(3)   5m33 原　　和史　(2)   5m16 秋田　航汰　(1)   5m14
愛宕+0.0 大津+0.6 県立安芸+0.8 大津+0.0 介良+0.0 三里+0.8 県立安芸+0.0 土佐+0.7

5日 三段跳 荒川　　大　(3)  10m55 杉本　環八　(2)   9m96 谷　　圭太　(3)   9m62
介良+0.0 愛宕+0.5 高知-0.5

5日 砲丸投 仙頭　卓也　(3)  10m39 岡林　　龍　(2)   8m72 岡村　弥輝　(1)   6m12
(5.000kg) 一宮 大津 大津

5日 １００ｍ 鎌倉なぎさ　(3) 12.90 徳永　彩美　(3) 13.32 岸野　美雨　(3) 13.63 小野　沙月　(2) 13.69 島内　結希　(2) 13.74 奥野　貴子　(3) 13.80 安岡　采穂　(3) 13.90
風:-0.1 大津 学芸 大津 県立安芸 県立安芸 県立南 朝倉

6日 ２００ｍ 鎌倉なぎさ　(3) 26.63 徳永　彩美　(3) 27.61 濵田　沙弥　(3) 28.22 小野　沙月　(2) 28.48 安岡　采穂　(3) 28.51 奥野　貴子　(3) 28.73 松崎　文香　(3) 29.04 弘瀬　由実　(2) 29.86
風:-0.4 大津 学芸 土佐 県立安芸 朝倉 県立南 土佐 土佐

6日 ８００ｍ 宮﨑　彩木　(3)  2:30.56 島内　里緒　(2)  2:33.93 阿多　望海　(1)  2:36.36 山﨑　萌香　(1)  2:41.88 西川ほの香　(1)  2:43.34 川田　琴子　(1)  2:43.77 松本　実怜　(3)  2:53.56
学芸 県立安芸 県立安芸 春野 土佐 春野 朝倉

5日 １５００ｍ 谷口　育珠　(1)  5:10.13 島内　里緒　(2)  5:12.61 阿多　望海　(1)  5:14.31 宮﨑　彩木　(3)  5:18.38 伊藤向日葵　(3)  5:21.08 北岡千咲季　(3)  5:23.51 山﨑　萌香　(1)  5:23.98 籠見日南子　(3)  5:27.32
吉良川 県立安芸 県立安芸 学芸 附属 学芸 春野 附属

6日 ３０００ｍ 谷口　育珠　(1) 11:25.20 伊藤向日葵　(3) 11:36.23 岡村真理子　(2) 11:50.28 籠見日南子　(3) 11:59.63 久川すみれ　(3) 11:59.79 下村　真白　(3) 12:05.70 関谷　紋加　(2) 12:12.25 下村　絢音　(2) 12:41.78
吉良川 附属 西部 附属 附属 附属 附属 附属

5日 100mH(0.762m) 島内　結希　(2) 16.40 上平田莉穂　(2) 16.87 池田佳菜子　(3) 17.17 小橋　美月　(2) 20.39 西森　理湖　(1) 21.03 笠原　里穂　(1) 22.10 田辺　陽菜　(1) 22.53 戸田　涼帆　(2) 22.60
風:+1.4 県立安芸 土佐 土佐女 潮江 西部 学芸 高知 潮江

6日 ４×１００ｍ 県立安芸 54.47 土佐 54.68 学芸A 54.96 県立南 55.36 学芸B 55.80 潮江 57.26 介良B 58.24 城西  1:01.57
   徳永　音葉　    弘瀬　由実　    北岡千咲季　    北林　　心　    清水こなつ　    岡崎　　遥　    野中  　凜　    高橋　奈巳　
   小野　沙月　    佐野　月美　    徳永　彩美　    山﨑　由菜　    和田　千聖　    上妻　芙香　    窪田　陽菜　    田村　萌奈　
   小松　由季　    松下  　葵　    宮﨑　彩木　    泉谷　真菜　    岡田　神奈　    吉門未唯菜　    寺川  　凜　    山碕　睦音　
   島内　結希　    上平田莉穂　    濱田　雅帆　    奥野　貴子　    笠原　里穂　    戸田　涼帆　    川上　美砂　    西川　　舞　

5日 走高跳 池知　朋美　(3) 1m46 吉門未唯菜　(1) 1m25 松本　悠希　(3) 1m25 小笠原未玲　(3) 1m20 堀内里夏子　(2) 1m20
土佐女 潮江 土佐 土佐女 土佐塾

5日 棒高跳 出場選手なし

6日 走幅跳 大久保咲奈　(3)   5m29 深尾　　茜　(3)   4m68 田村　萌奈　(1)   4m67 山﨑　由菜　(3)   4m49 西川　　舞　(2)   4m45 竹﨑　希未　(2)   4m44 泉谷　真菜　(2)   4m37 松村　心和　(1)   4m30
旭+1.3 吉良川+0.0 城西+0.0 県立南+0.2 城西+0.5 三里+0.4 県立南+0.3 附属+0.0

5日 砲丸投 井上　未來　(2)   9m66 池知　朋美　(3)   9m49 高橋　奈巳　(3)   8m68 川崎　菜友　(1)   8m30 山崎万耶子　(3)   7m35 濱口　真菜　(2)   7m32 森田　圭香　(2)   6m82 川島　真優　(1)   6m76
(2.721kg) 県立南 土佐女 城西 城西 土佐女 学芸 土佐 学芸

最優秀校：高知学芸中学校
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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］


