
第40回高知市陸上競技選手権大会  兼  第26回高知市高等学校陸上競技対校選手権大会 入賞者一覧表
平成２９年９月２日(土)～９月３日(日) 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

2日 １００ｍ 大野　心碧　(3) 11.21 坂本　崇輔　(3) 11.22 秋山　隆誠　(3) 11.58 野々宮隆雅　(3) 11.61 一柳　歩高　(2) 11.76 竹内　一歩　(2) 11.84 松岡　稜也　(3) 11.92 小笠原　徹　(3) 12.08
風:+1.2 土佐 NGR 土佐 NGR 介良 西部 大津 学芸 附属 大津

3日 ２００ｍ 大野　心碧　(3) 22.92 幾井　勇丞　(3) 23.56 野々宮隆雅　(3) 23.65 小笠原　徹　(3) 24.20 三宮　大治　(3) 24.64 尾原　光一　(3) 24.65 山本　英祐　(2) 24.97 和田　一季　(3) 25.11
風:+0.0 土佐 土佐 西部 大津 朝倉 県立安芸 大津 学芸

2日 ４００ｍ 幾井　勇丞　(3) 53.46 尾原　光一　(3) 54.72 森光　寛人　(3) 56.12 清岡　拓海　(2) 58.02 川内　愛生　(3) 59.24 勝賀野遥斗　(2)  1:00.14 小川　京介　(2)  1:01.04
土佐 県立安芸 学芸 県立安芸 三里 潮江 西部

3日 ８００ｍ 森光　寛人　(3)  2:13.60 倉橋　弘汰　(3)  2:14.61 笠原凪海音　(2)  2:15.01 安岡　茉浩　(3)  2:16.22 川村　智也　(3)  2:27.89 稲田　真聖　(2)  2:31.12 澤田　斗亜　(3)  2:40.04
学芸 県立安芸 鏡 朝倉 大津 介良 一宮

2日 １５００ｍ 加藤　史也　(3)  4:18.85 倉松　　健　(2)  4:41.34 笠原凪海音　(2)  4:41.40 倉橋　弘汰　(3)  4:45.95 門田　篤幸　(3)  4:47.32 濱崎　　凌　(3)  4:48.41 藤田　爽介　(3)  4:57.71 公文　拓翔　(1)  4:57.86
県立安芸 旭 鏡 県立安芸 奈半利 学芸 高知 春野

3日 ３０００ｍ 加藤　史也　(3)  9:26.95 門田　篤幸　(3) 10:19.24 森本  　凪　(3) 10:22.45 倉松　　健　(2) 10:28.75 濱崎　　凌　(3) 10:30.62 公文　拓翔　(1) 10:34.69 松平　翔吾　(2) 11:11.66 岡林　佑規　(3) 11:14.00
県立安芸 奈半利 羽根 旭 学芸 春野 奈半利 高知

2日 110mH(0.914m) 下本　真希　(2) 17.29 秋月　鉄馬　(3) 17.42 秋月　拓馬　(2) 18.11 小野　宏太　(2) 18.55 中西　幸大　(2) 20.89 岡風呂好広　(2) 21.88 矢野　翔麻　(2) 23.80 岡村　　海　(2) 26.71
風:+2.0 大津 鏡 鏡 鏡 大津 大津 県立南 大津

3日 ４×１００ｍ 土佐A 45.84 大津 46.81 学芸 47.35 西部 47.85 附属 48.84 同順:朝倉 48.84 介良 50.13
   坂本　崇輔　    下本　真希　    國枝　拓朗　    吉門　海舟　    能勢耕太郎　    川村　一志　    田内　優大　
   大野　心碧　    一柳　歩高　    竹内　一歩　    亀井　大暉　    村田　京祐　    三宮　大治　    松本　凌太　
   幾井　勇丞　    山本　英祐　    和田　一季　    横山　　改　    福井勝二朗　    安岡　茉浩　    川内　拓海　
   吉村  　将　    小笠原　徹　    宮定　太一　    野々宮隆雅　    松岡　稜也　    山脇　夢叶　    秋山　隆誠　

2日 走高跳 井上　晴陽　(2) 1m76 岡田　侑大　(3) 1m65 勝賀野遥斗　(2) 1m65 武政　響也　(3) 1m60 佐竹　来暉　(3) 1m55 福井勝二朗　(1) 1m45
芸西 一宮 潮江 城西 一宮 附属

2日 棒高跳 安岡亜唯斗　(2) 2m60
西部

3日 走幅跳 坂本　崇輔　(3)   6m41 竹内　一歩　(2)   5m90 柿内　　達　(2)   5m63 井上　晴陽　(2)   5m52 岩村　朋季　(3)   5m44 長谷　大翔　(3)   5m27 八綿　凌平　(2)   5m26 武岡　佑磨　(2)   5m23
土佐-0.7 学芸-0.2 城西-1.0 芸西-1.4 旭+0.0 県立南-2.3 城北-1.5 高知-1.3

2日 三段跳 和田　歩夢　(3)  11m99 岩村　朋季　(3)  11m70 武岡　佑磨　(2)  11m26
城西+0.1 旭+3.0 *F1 高知+1.7

2日 砲丸投 平井　琉斗　(2)  11m11 杉村　　一　(2)  10m17 門脇　　優　(2)   9m80 谷口　司穏　(1)   9m12 前田　佳穂　(2)   9m01 髙坂　  蓮　(1)   8m66 松本　　礼　(2)   8m25 岡﨑　智一　(2)   7m44
(5.000kg) 清水ヶ丘 大津 一宮 大津 青柳 大津 城西 高知ろう

2日 １００ｍ 山中　柚花　(1) 13.04 岡　　春那　(2) 13.57 山下　和笑　(2) 13.58 小白方莉央　(2) 13.61 松下　　葵　(3) 13.65 中路　実玖　(3) 13.66 笠原　里穂　(3) 13.84 石元　愛莉　(2) 14.00
風:-0.1 高知 学芸 附属 三里 土佐 土佐 学芸 学芸

3日 ２００ｍ 松下　　葵　(3) 27.34 岡　　春那　(2) 27.69 小白方莉央　(2) 28.18 石元　愛莉　(2) 28.30 笠原　里穂　(3) 28.47
風:+1.9 土佐 学芸 三里 学芸 学芸

3日 ８００ｍ 三好　里佳　(2)  2:33.42 森下　晏圭　(2)  2:35.28 阿多　望海　(3)  2:40.39 吉川萌々歌　(3)  2:40.41 萩野日菜子　(2)  2:40.87 西山南々帆　(2)  2:42.51 山中　千咲　(2)  2:43.34 乾　文未香　(3)  2:43.99
学芸 土佐女 県立安芸 大津 清水ヶ丘 介良 大津 学芸

2日 １５００ｍ 三好　里佳　(2)  5:17.99 森下　晏圭　(2)  5:20.23 吉川萌々歌　(3)  5:21.53 島岡　かの　(3)  5:22.37 山中　千咲　(2)  5:27.88 狩野　早咲　(2)  5:32.26 阿多　望海　(3)  5:32.37 山田　彩乃　(2)  5:33.07
学芸 土佐女 大津 大津 大津 清水ヶ丘 県立安芸 土佐

3日 ３０００ｍ 島岡　かの　(3) 11:51.98
大津

2日 100mH(0.762m) 山碕　睦音　(3) 16.66 谷　　杏音　(3) 17.40 長濱　陽奈　(2) 17.54 上杉　咲弥　(2) 17.79 田辺　陽菜　(3) 17.80 横田明日香　(3) 18.37 伊藤　あこ　(2) 19.64 橋本　　桜　(3) 23.82
風:+0.4 城西 県立安芸 城西 大津 高知 春野 鏡 朝倉

3日 ４×１００ｍ 学芸A 52.93 土佐A 53.93 学芸B 54.30 県立安芸 54.49 城西 54.59 土佐塾 54.94 土佐女 55.19 介良A 55.45
   岡　　春那　    杉内ひなた　    濱田　雅帆　    谷　　青夏　    長濱　華奈　    柏井　悠里　    松本　　夏　    寺川　柊華　
   笠原　里穂　    松下　　葵　    松村　亜美　    國光　栞奈　    田村　萌奈　    弘光　にこ　    岡本　唯月　    野中　　凜　
   吉川　真央　    中路　実玖　    黒岩　朋子　    窪田　有希　    長濱　陽奈　    黒田ももこ　    幾井　莉子　    川上　美砂　
   石元　愛莉　    山本　千晴　    廣瀬　月乃　    徳永　音葉　    山碕　睦音　    藤本クリス　    西村　彩那　    窪田　陽菜　

2日 走高跳 松本　芙希　(2) 1m45 山本　和沙　(2) 1m35 上島ひなた　(2) 1m30 博田　実来　(1) 1m30 今橋萌乃佳　(1) 1m25 山中　櫻子　(2) 1m20
土佐 一宮 附属 三里 三里 土佐女

2日 棒高跳 出場選手なし

3日 走幅跳 山下　和笑　(2)   5m30 山中　柚花　(1)   5m14 坂上　春枝　(3)   5m04 國光　栞奈　(2)   4m78 長濱　華奈　(2)   4m70 窪田　陽菜　(3)   4m51 寺川　　凜　(3)   4m50 山形　奈々　(2)   4m50
附属+0.6 高知+0.4 高知+0.2 県立安芸+0.0 城西+0.0 介良+0.4 介良+0.0 学芸+0.0

2日 砲丸投 川島　真優　(3)   9m86 廣瀬　月乃　(3)   8m63 和田　七海　(2)   8m36 中川　　桜　(3)   8m22 小島愛美香　(3)   7m64 村岡　美空　(2)   6m94 和田　優菜　(1)   6m04 三谷　菜々　(1)   4m28
(2.721kg) 学芸 学芸 一宮 青柳 一宮 朝倉 一宮 一宮

丸付きの数字は順位 最優秀校：土佐中学校
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9/2 12:00の気象：晴れ、２28.0℃、41％、北北西の風 2.8 m/s
9/3 12:00の気象：晴れ、29.0℃、46％、北東の風 1.0m/s [NGR：大会新記録，=GR：大会タイ］


