
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 Ａ／１００ｍ 西田　ゆめ　(2) 12.96 武知　優里　(2) 12.99 日浦　理子　(1) 13.20 安岡　采穂　(2) 13.48 登　　美優　(1) 13.55 兒島　玲菜　(2) 13.58 小野　沙月　(1) 13.62 島内　結希　(1) 13.66

風:-2.4 岡豊 城南 高知 南 城南 徳島北 安芸 土佐女

2日 Ｂ／１００ｍ 道中　彩華　(1) 13.45 泉谷　真菜　(1) 13.54 河口　笑奈　(2) 13.54 中野　文華　(1) 13.60 蘆田　菜月　(2) 13.67 同順:吉岡佳乃子　 13.67 矢野杏莉沙　(2) 13.68 笹岡　佑衣　(2) 13.89

風:+1.1 土佐 南 徳島北 土佐塾 高知大 土佐塾 高知農 南

3日 ２００ｍ 登  　瑞季　(2) 25.69 武知　優里　(2) 26.22 濵田　沙弥　(2) 26.52 登　　美優　(1) 26.70 道中　彩華　(1) 27.19 河口　笑奈　(2) 27.79 中野　文華　(1) 28.26

風:-0.5 城南 城南 土佐 城南 土佐 徳島北 土佐塾

2日 ４００ｍ 黒岩星紗碧　(3) 58.25 登  　瑞季　(2) 58.75 池田佳菜子　(2) 59.80 濵田　沙弥　(2)  1:00.41 多賀　彩乃　(2)  1:02.27 松井　伶輝　(3)  1:02.96 氏原　舞香　(2)  1:03.42 奥野　貴子　(2)  1:05.06

土佐女 NGR 城南 NGR 土佐女 土佐 岡豊 岡豊 岡豊 追手前

3日 ８００ｍ 梶崎　百花　(1)  2:29.10 瀬尾　叶望　(1)  2:29.42 円山　紀乃　(2)  2:35.08 松本　実怜　(2)  2:37.96 山下　美海　(1)  2:38.60 中平　早保　(1)  2:45.40 横関　彩加　(3)  2:48.57

徳島北 徳島北 追手前 追手前 高知農 小津 高知大

2日 １５００ｍ 瀬尾　叶望　(1)  4:54.41 伊藤向日葵　(2)  5:01.86 梶崎　百花　(1)  5:07.13 橘　花生子　(1)  5:18.88 木下　咲月　(2)  5:19.42 松本　実怜　(2)  5:21.00 山下　美海　(1)  5:24.54 東　　莉子　(2)  5:28.74

徳島北 追手前 徳島北 徳島北 城南 追手前 高知農 城南

3日 ３０００ｍ 伊藤向日葵　(2) 11:01.01 下村　絢音　(1) 12:16.70 新玉　弥音　(3) 12:30.26 公文　李紗　(3) 12:41.12 大平奈津美　(2) 13:15.95 田岡　汐梨　(1) 13:35.22

追手前 追手前 高知大 高知農 岡豊 追手前

2日 100mH(0.840m) 岸野　美雨　(2) 15.90 西村　公花　(1) 16.51 佐田瑠々那　(1) 18.61 笹岡　佑衣　(2) 18.85 西川　　舞　(1) 18.86 西森　瑠香　(2) 19.90 橋本　愛矢　(1) 24.71

風:+0.4 高知農 城南 追手前 南 追手前 高知 追手前

3日 ４００ｍＨ 黒岩星紗碧　(3)  1:04.33 池田佳菜子　(2)  1:06.07 松井　伶輝　(3)  1:07.62 多賀　彩乃　(2)  1:08.11 氏原　舞香　(2)  1:12.65 眞辺　望菜　(1)  1:16.67 矢野　菜摘　(2)  1:17.50

(0.762m) 土佐女 土佐女 岡豊 岡豊 岡豊 高知工 小津

2日 ４×１００ｍ 城南 49.22 岡豊 51.90 徳島北 52.13 土佐女 52.31 南 52.66 追手前A 54.21 土佐塾 54.84 追手前B 55.62

   西村　公花 NGR    小原　桃子    村上　華那    池田佳菜子    安岡　采穂    小松　有結    吉岡佳乃子    円山　紀乃

   武知　優里    竹﨑　希未    河口　笑奈    島内　結希    泉谷　真菜    西川　　舞    中野　文華    竹村　菜々

   登　　美優    深尾　　茜    杉本　瑞記    池知　朋美    山田　優華    佐田瑠々那    堀内里夏子    橋本　愛矢

   登  　瑞季    氏原　舞香    兒島　玲菜    弘瀬　詩菜    笹岡　佑衣    奥野　貴子    松本　　翠    松本　実怜

3日 ４×４００ｍ 城南A  4:08.69 岡豊  4:10.59 土佐女  4:13.49 南  4:19.76 追手前  4:26.67 小津  4:30.10 土佐塾  4:32.53 城南B  4:39.06

   武知　優里　    矢野千賀子　    黒岩星紗碧　    笹岡　佑衣　    円山　紀乃　    矢野　菜摘　    中野　文華　    谷　　彩楓　

   西村　公花　    氏原　舞香　    池田佳菜子　    泉谷　真菜　    奥野　貴子　    土居　優衣　    松本　　翠　    西村　歩夏　

   登　　美優　    小原　桃子　    小笠原未玲　    山田　優華　    小松　有結　    小野　鮎美　    吉岡佳乃子　    東　　莉子　

   登  　瑞季　    多賀　彩乃　    弘瀬　詩菜　    安岡　采穂　    松本　実怜　    田村　莉子　    堀内里夏子　    木下　咲月　

2日 走高跳 池知　朋美　(2) 1m63 土居　優衣　(2) 1m53 谷　　彩楓　(2) 1m53 東　あいか　(2) 1m50 小原　桃子　(1) 1m35 田村　莉子　(1) 1m30

土佐女 NGR 小津 城南 西 岡豊 小津

2日 棒高跳 西村　歩夏　(1) 2m10 小松　有結　(2) 2m10

城南 追手前

2日 走幅跳 岸野　美雨　(2)   5m41 山中映莉華　(2)   5m35 片岡　琴音　(3)   5m35 深尾　　茜　(2)   5m21 濱田　利紗　(2)   5m17 小野　鮎美　(1)   4m96 小野　沙月　(1)   4m96 下元　愛琉　(2)   4m91

高知農+1.3 高知大+1.3 追手前-0.4 岡豊+3.1 *F1 高知工-0.2 小津+1.9 安芸-1.2 高知+0.0

3日 三段跳 片岡　琴音　(3)  11m63 岸野　美雨　(2)  11m30 山中映莉華　(2)  11m21 濱田　利紗　(2)  10m49 下元　愛琉　(2)  10m42 小野　沙月　(1)  10m06 西川　　舞　(1)   9m82 佐田瑠々那　(1)   9m72

追手前-1.2 NGR 高知農+0.5 =GR 高知大-1.1 高知工-3.5 高知-1.8 安芸-1.9 追手前+0.0 追手前-0.2

2日 砲丸投 北岡沙耶香　(2)  11m36 種田　楓子　(2)  10m56 井上　未來　(1)  10m17 牧　　咲良　(2)   9m29 藤村　典加　(2)   8m28 竹村　菜々　(2)   8m01

(4.000kg) 高知農 追手前 南 城南 高知農 追手前

2日 円盤投 種田　楓子　(2)  35m10 牧　　咲良　(2)  27m31 北岡沙耶香　(2)  26m19 常徳ほのか　(2)  23m98 藤村　典加　(2)  22m56 森田　圭香　(1)  20m69 武吉　柚飛　(2)  19m37

(1.000kg) 追手前 城南 高知農 高知農 高知農 土佐 高知ろう

3日 やり投 杉本　知佳　(1)  40m84 石村真祐子　(3)  39m31 井上　未來　(1)  37m13 山﨑　美怜　(2)  35m00 土居　優衣　(2)  32m86 常徳ほのか　(2)  28m42 武吉　柚飛　(2)  26m54 牧　　咲良　(2)  24m41

(0.600kg) 高知学園短大 高知工 南 高知工 小津 高知農 高知ろう 城南

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：片岡　琴音(高知追手前高等学校），山下　和笑(附属中学校）
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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］


