
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 河野　　凜　(3) 10.93 中澤　大誓　(2) 11.00 清遠　隆介　(3) 11.01 横山新太朗 (M1) 11.08 廣井　崇人 11.25 山城　達大　(1) 11.26 三谷　崇将　(2) 11.30

風:+1.9 岡豊 高知農 中京大 高知大 高知union 高知大 土佐塾

2日 Ｂ／１００ｍ 中島　澪哉　(2) 11.25 中井　啓貴　(2) 11.39 大原　勇人　(1) 11.42 南部　泰明　(2) 11.44 古井　理也 11.55 阿久津佑熙　(2) 11.57 佐々木隆成　(1) 11.58

風:-1.3 安芸 城南 高知農 高知農 MMG 土佐 徳島北

3日 ２００ｍ 中島　澪哉　(2) 22.22 南部　泰明　(2) 22.45 平田悠一郎　(2) 22.48 三谷　崇将　(2) 22.54 山本　隼平　(2) 22.68 大原　勇人　(1) 22.72 金田　将成　(2) 23.03

風:+0.3 安芸 高知農 土佐 土佐塾 城南 高知農 高知大

2日 ４００ｍ 平田悠一郎　(2) 50.01 国沢　佑斗　(1) 53.50 武市　征敏　(2) 53.68 田能　誠士　(2) 54.41 中西　　圭　(2) 54.95

土佐 高知工 岡豊 小津 小津

3日 ８００ｍ 小松　慶士　(2)  1:59.18 岡崎　一樹　(4)  2:01.64 大田　真輝　(2)  2:03.44 村上　　隼　(1)  2:11.60 宮本　康平　(1)  2:20.23

岐阜経済大 岡山大 松山大 松山大 松山大

2日 １５００ｍ 岡崎　一樹　(4)  3:58.31 小松　慶士　(2)  4:03.43 今川　斗真　(2)  4:06.42 三谷康一郎　(3)  4:08.78 田井野啓介　(2)  4:10.45 小川　達也　(2)  4:12.35 千屋　祐太  4:14.36 濱口　和孝　(2)  4:14.78

岡山大 NGR 岐阜経済大 松山大 追手前 小津 高知工 高知市役所 高知工

3日 ５０００ｍ 三谷康一郎　(3) 15:21.96 田井野啓介　(2) 15:27.37 中島　健一 15:28.81 千屋　祐太 16:35.37 濱田　聖也 16:50.68 野村　信平　(1) 16:53.07 田頭　平藏　(2) 16:55.96 武市　郁哉　(1) 17:01.55

追手前 小津 高知陸協 高知市役所 高知市役所 追手前 土佐 小津

2日 110mH(1.067m) 田中　春紀　(2) 14.95 保川　壮人　(1) 16.47 田村聡一朗　(1) 18.16 武田　七音　(1) 18.48

風:+1.6 高知大 NGR 高知工 城南 小津

3日 ４００ｍＨ 野村　洸太　(3) 56.32 掛水　久稀　(2) 58.66 久保　浩平  1:01.11 武田　七音　(1)  1:04.44 安野　雄人  1:04.68 森尾　寧人　(2)  1:05.55 田村聡一朗　(1)  1:08.73 保川　壮人　(1)  1:08.81

(0.914m) 学芸 高知工 井上ｽﾎﾟｰﾂ 小津 石井体協 追手前 城南 高知工

2日 ４×１００ｍ 土佐 43.47 MMG 43.56 高知工 43.61 城南 43.77 徳島北 44.06 岡豊 44.54

   中澤　奎斗    角田　伸之    矢野　成時    八尾　康平    中山　和也    松井　陸也

   阿久津佑熙    市田　英雄    平岡　優真    山本　隼平    佐々木隆成    高橋　宜行

   西森　友哉    石村　侑大    桑瀬　雅史    西田　陸人    上坂　颯樹    武市　征敏

   平田悠一郎    古井　理也    中屋　潤都    中井　啓貴    井開　泰輔    中城　望来

3日 ４×４００ｍ 高知大  3:29.73 徳島北  3:31.95 高知工  3:33.14 松山大  3:34.81 岡豊  3:36.36 城南  3:36.74 追手前  3:43.48 土佐塾  3:48.74

   岩井　　蓮　    田平　大和　    桑瀬　雅史　    廣瀬　将一　    松井　陸也　    八尾　康平　    葛岡　佳展　    濱川　秀哉　

   恒石　実大　    井内　大貴　    小松　史弥　    宮本　康平　    武市　征敏　    山本　隼平　    森木　友祥　    三谷　崇将　

   山城　達大　    上坂　颯樹　    掛水　久稀　    村上　　隼　    高橋　宜行　    中井　啓貴　    木村　拳土　    名倉　冬馬　

   川口　貴司　    駒走　元哉　    国沢　佑斗　    大田　真輝　    大窪　伶典　    賀好　翔太　    和田　時苑　    西森　元紀　

3日 走高跳 大西龍之介　(4) 1m80 西田　陸人　(2) 1m75 山﨑　龍世　(1) 1m70 前田　達彦　(1) 1m65 植野　文哉　(1) 1m65

岐阜経済大 城南 岡豊 高知大 高知農

2日 棒高跳 森田　　 頼　(1) 3m60

小津

2日 走幅跳 河野　　凜　(3)   7m03 菅沼　拓都　(3)   6m91 岡　　亮佑　(1)   6m35 桑瀬　雅史　(2)   6m34 恒石　実大　(1)   6m33 坂上　友介　(1)   6m27 川渕　皐希　(3)   6m13 江村　一輝　(1)   6m10

岡豊+0.6 高知大+1.2 高知大+1.0 高知工-0.7 高知大-0.8 高知大+1.1 岡豊+0.3 安芸+0.2

3日 三段跳 中川　遼平  14m57 森田　一慶　(3)  13m30 谷　　圭太　(2)  13m04 桑瀬　雅史　(2)  12m60 蛭子　誠矢　(2)  12m57 川渕　皐希　(3)  12m47 鍋島　  仁　(1)  12m34 濵口　　椋　(2)  12m32

高知陸協+0.2 高知農+0.8 高知+0.6 高知工-0.3 岡山商科大-1.6 岡豊-1.1 高知農+3.9 *F2 高知ろう-0.7

3日 砲丸投 笠原　智行　(1)   9m67 垣内　星了　(4)   8m91

(7.260kg) 高知大 高知大

3日 砲丸投 仙頭　卓也　(2)  12m65 山本　　望　(3)  12m07 山田　陽也　(2)  11m51 岡村康太郎　(2)  10m87 谷　　佳紀　(2)  10m67 榮枝　隼人　(1)  10m19 柳原　伊吹　(2)   9m01 岡村　豊寿　(1)   9m01

(6.000kg) 岡豊 岡豊 高知農 追手前 高知農 高知 岡豊 高知

2日 円盤投 渡邊　龍樹　(2)  27m27 森口　幸輝　(2)  25m93

(2.000kg) 高知大 高知大

2日 円盤投 仙頭　卓也　(2)  32m54 山本　　望　(3)  29m93 山田　陽也　(2)  28m42 今橋　勇和　(2)  26m85 谷　　佳紀　(2)  25m18 岡村康太郎　(2)  24m91 柳原　伊吹　(2)  24m86 川村  　翼　(1)  24m60

(1.750kg) 岡豊 岡豊 高知農 岡豊 高知農 追手前 岡豊 高知農

3日 やり投 森田　一慶　(3)  56m66 榮枝　隼人　(1)  53m64 徳永　翔太  53m60 平田　彪斗　(3)  48m31 岡村　豊寿　(1)  47m76 武田　七音　(1)  46m71 森木　友祥　(2)  45m32 久保田昇平　(2)  44m26

(0.800kg) 高知農 高知 時計台ｸﾗﾌﾞ 岡豊 高知 小津 追手前 高知工
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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］


