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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 Ａ/１００ｍ 西川　鈴夏　(2) 12.57 松林　玲佳　(3) 12.92 五百蔵美希　(1) 12.99 多田羅奈々　(2) 13.10 黒岩星紗碧　(1) 13.16 宮田　茉奈　(2) 13.34 前田　夏希　(1) 13.48

風:+0.0 土佐女 岡豊 追手前 高知大 土佐女 学芸 追手前

5日 B/１００ｍ 山崎　愛由　(1) 13.13 松浦　朋花　(1) 13.23 徳永　琴音　(1) 13.27 小松三紗季　(1) 13.38 栗田　佳澄　(2) 13.46 富川　　睦　(2) 13.52 竹森　菜咲　(2) 13.54 飯田　悠衣　(2) 13.60

風:+0.6 土佐女 大阪学院大 安芸 安芸 岡豊 学芸 土佐 高知大

6日 ２００ｍ 大石　芽生　(3) 26.54 濱口奈津実　(2) 27.30 徳永　琴音　(1) 27.50 多田羅奈々　(2) 27.71 松浦　朋花　(1) 27.94 島崎　　葵　(2) 28.06 山崎　愛由　(1) 28.13 前田　夏希　(1) 28.59

風:-0.6 岡豊 学芸 安芸 高知大 大阪学院大 土佐 土佐女 追手前

5日 ４００ｍ 濱口奈津実　(2)  1:00.03 金子　志織　(2)  1:01.49 島崎　　葵　(2)  1:02.06 森田　柚奈　(1)  1:02.38 小松　潤奈　(2)  1:05.58 日浦　夢乃　(1)  1:05.83 弘田　香奈　(2)  1:06.79 片山　日和　(1)  1:10.07

学芸 小津 土佐 土佐女 安芸 小津 学芸 土佐女

6日 ８００ｍ 田村　芽生　(2)  2:30.68 日浦　夢乃　(1)  2:33.88 山岡　百花　(1)  2:35.01 小林紗也加　(2)  2:35.98 片山　日和　(1)  2:47.61 公文　李紗　(1)  2:51.95 濱岡　美空　(2)  2:53.93 高橋　晴香　(2)  3:03.40

追手前 小津 岡豊 西 土佐女 高知農 土佐 土佐塾

5日 １５００ｍ 橋田　梨乃　(3)  5:10.63 安藝　緋音　(2)  5:12.83 田村　芽生　(2)  5:17.82 江口　芹奈　(2)  5:21.20 小林紗也加　(2)  5:21.58 山岡　百花　(1)  5:22.56 山崎　　杏　(1)  6:02.50 山本　光紅　(2)  6:06.49

追手前 岡豊 追手前 追手前 西 岡豊 岡豊 土佐

6日 ３０００ｍ 橋田　梨乃　(3) 11:09.18 江口　芹奈　(2) 11:40.42 安藝　緋音　(2) 11:48.93 市川  　葵　(1) 11:58.25

追手前 追手前 岡豊 追手前

5日 100mH(0.840m) 西川　鈴夏　(2) 14.57 五百蔵美希　(1) 15.00 神尾　ふく　(1) 19.07 野村　円美　(1) 19.11

風:-0.1 土佐女 NGR 追手前 西 西

6日 ４００ｍＨ 黒岩星紗碧　(1)  1:07.39 松井　伶輝　(1)  1:08.88 森田　柚奈　(1)  1:09.28

(0.762m) 土佐女 NGR 岡豊 土佐女

5日 ４×１００ｍ 土佐女 50.06 追手前 51.10 岡豊 51.54 学芸 51.68 安芸 52.07 土佐 52.31 小津 52.94 高知農 53.96

   森田　柚奈　    片岡　琴音　    松井　伶輝　    富川　　睦　    窪田　萌花　    竹森　菜咲　    新田　なる　    松本　珠季　

   西川　鈴夏　    五百蔵美希　    池田　詩織　    濱口奈津実　    小松三紗季　    島崎　　葵　    金子　志織　    島田　照子　

   山崎　愛由　    前田　夏希　    栗田　佳澄　    弘田　香奈　    徳永　琴音　    松岡　愛莉　    清水　　光　    傍士愛夕乃　

   黒岩星紗碧　    三好美季穂　    杉本　知佳　    宮田　茉奈　    小松　潤奈　    梶田　　彩　    日浦　夢乃　    大塚　友暉　

6日 ４×４００ｍ 土佐女  4:06.72 学芸  4:10.84 岡豊A  4:15.35 安芸  4:21.58 小津  4:24.02 土佐  4:27.83 追手前  4:29.42

   森田　柚奈　    富川　　睦　    松井　伶輝　    徳永　琴音　    清水　　光　    松岡　愛莉　    前田　夏希　

   山崎　愛由　    宮田　茉奈　    栗田　佳澄　    小松　潤奈　    金子　志織　    島崎　　葵　    田村　芽生　

   西川　鈴夏　    弘田　香奈　    池田　詩織　    窪田　萌花　    新田　なる　    竹森　菜咲　    片岡　琴音　

   黒岩星紗碧　    濱口奈津実　    杉本　知佳　    小松三紗季　    日浦　夢乃　    宮本　結月　    渡辺　菜月　

5日 走高跳 三好美季穂　(2) 1m35 新川　真由　(2) 1m35

追手前 岡豊

5日 棒高跳 出場選手なし

5日 走幅跳 片岡　琴音　(1)   5m38 松林　玲佳　(3)   5m23 山崎　愛由　(1)   5m12 曽我部万菜　(2)   5m07 大石　芽生　(3)   5m07 酒井　彩伽　(3)   4m82 大塚　友暉　(2)   4m74 清水　　光　(2)   4m67

追手前-0.5 岡豊+1.2 土佐女+0.3 土佐女+0.5 岡豊+0.0 高知大+1.2 高知農+0.6 小津+0.8

5日 走幅跳 片岡　琴音　(1)   5m38 松林　玲佳　(3)   5m23 山崎　愛由　(1)   5m12 曽我部万菜　(2)   5m07 大石　芽生　(3)   5m07 酒井　彩伽　(3)   4m82 大塚　友暉　(2)   4m74 清水　　光　(2)   4m67

追手前-0.5 岡豊+1.2 土佐女+0.3 土佐女+0.5 岡豊+0.0 高知大+1.2 高知農+0.6 小津+0.8

6日 三段跳 森田　優里　(1)  11m08 片岡　琴音　(1)  10m79 尾崎穂乃香　(1)  10m55 大塚　友暉　(2)   9m99 傍士愛夕乃　(1)   9m66

京都教育大学+0.0 追手前+0.2 高知県立大+0.0 高知農+0.6 高知農+0.3

5日 砲丸投 齋藤　友里　(3)  13m28 神尾　ふく　(1)   8m66 松岡　由華　(2)   6m17

(4.000kg) 追手前 NGR 西 西

5日 円盤投 齋藤　友里　(3)  32m34 山田　和奏　(2)  24m48 川﨑　璃子　(1)  19m24

(1.000kg) 追手前 高知農 安芸桜ヶ丘

6日 やり投 佐藤ひめか　(4)  46m76 堀之内　舞　(4)  41m13 古井美由紀  36m43 杉本　知佳　(2)  33m33 金子　志織　(2)  28m64 松岡　由華　(2)  27m15 小川　明莉　(1)  23m47 石村真祐子　(1)  21m34

(0.600kg) 高知大 NGR 高知大 MMG 岡豊 小津 西 土佐女 高知工

高等学校男子総合優勝：岡豊高等学校　　　高等学校女子総合優勝：高知追手前高等学校 優秀選手賞：齋藤　友里(高知追手前高等学校）
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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］


