
第41回高知市陸上競技選手権大会  兼  第27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３０年９月１日(土)～９月２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

1日 １００ｍ／Ａ 南部　泰明　(3) 高知農 10.97 中島　澪哉　(3) 11.00 河野　　凛　(1) 11.06 中澤　大誓　(3) 11.16 大原　勇人　(2) 11.16 坂田　篤希 11.30

風:-0.0 加藤　秀彬 高知union 10.97 安芸 高知大 高知農 高知農 ﾀｶｷﾞCLUB

1日 １００ｍ／Ｂ 上村　幸裕　(3) 11.09 杉田　侑弥　(1) 11.19 平田悠一郎　(3) 11.24 中城　望来　(3) 岡豊 11.32 吉本　吏玖　(1) 11.37 青井　　蓮　(2) 11.47 山城　達大　(2) 11.51

風:+0.0 高知農 徳島北 土佐 佐々木隆成　(2) 徳島北 11.32 城南 岡豊 高知大

2日 ２００ｍ 中島　澪哉　(3) 22.17 大野　心碧　(1) 22.49 大原　勇人　(2) 22.70 三谷　崇将　(3) 22.84 坂田　篤希 23.01 金田　将成　(3) 23.24 川口　貴司　(3) 23.37 久家　大和　(1) 23.75

風:-3.2 安芸 土佐 高知農 土佐塾 ﾀｶｷﾞCLUB 高知大 高知大 高知農

1日 ４００ｍ 国沢　佑斗　(2) 51.16 石元　潤樹　(1) 51.41 米田　翔太　(1) 51.43 原　　和史　(2) 52.48 宮地　博紀　(1) 53.01 熊澤　弘樹 53.37

高知工 小津 城南 安芸 高知大 高知union

2日 ８００ｍ 石元　潤樹　(1)  1:59.12 三谷康一郎　(1)  1:59.89 小出　橘平　(1)  2:04.29 大窪　伶典　(3)  2:04.33 岩元　友希　(2)  2:08.00 岡田　篤典　(2)  2:08.64 片岡　正明　(2)  2:12.49

小津 高知大 高知中央 岡豊 安芸 高知大 山田

1日 １５００ｍ 三谷康一郎　(1)  4:06.34 寺井　泰晴　(2)  4:09.02 田井野啓介　(3)  4:09.30 吉川　翔太　(2)  4:11.71 岡田　篤典　(2)  4:15.45 永田　政也　(1)  4:17.79 武市　郁哉　(2)  4:18.58 山﨑　敬太　(3)  4:18.59

高知大 小津 小津 高知 高知大 高知中央 小津 岡豊

2日 ５０００ｍ 田井野啓介　(3) 15:25.67 寺井　泰晴　(2) 15:37.84 市川　俊輔　(2) 15:44.13 ｼﾞｭﾘｱｽ ﾏｲﾅ　(1) 15:51.75 長﨑　優斗　(2) 16:04.69 梅木　奏汰　(2) 16:23.60 山﨑　敬太　(3) 16:24.43 永田　政也　(1) 16:37.13

小津 小津 学芸 高知中央 聖ｶﾀﾘﾅ学園 高知中央 岡豊 高知中央

1日 110mH(1.067m) 田中　春紀　(3) 14.99 青木　竣耶　(2) 15.37 宗石　悠希　(1) 15.96 保川　壮人　(2) 16.68 田村聡一朗　(2) 17.26 戸崎　翔太　(1) 18.02 川西　真聖　(1) 18.23 武田　七音　(2) 18.29

風:-0.5 高知大 聖ｶﾀﾘﾅ学園 岡豊 高知工 城南 城南 西 小津

2日 ４００ｍＨ 上野　和樹 (M1) 55.33 田中　春紀　(3) 58.14 安野　雄人  1:01.03 加藤　天玖　(1)  1:01.51 原　　和史　(2)  1:02.19 宗石　悠希　(1)  1:02.95 戸崎　翔太　(1)  1:08.74

(0.914m) 名古屋大 高知大 石井体協 岡豊 安芸 岡豊 城南

1日 ４×１００ｍ 高知農B 42.03 徳島北 42.94 高知大 43.16 安芸 43.35 土佐 43.44 城南 44.11 MMG 44.20 西A 44.27

   上村　幸裕　    杉田　侑弥　    山城　達大　    尾原　光一　    坂本　崇輔　    八尾　康平　    片岡　孝夫    秋山　隆誠　

   中澤　大誓　    佐々木隆成　    恒石　実大　    原　　和史　    大野　心碧　    吉本　吏玖　    市田　英雄    野々宮隆雅　

   南部　泰明　    中山　和也　    深澤　順一　    江村　一輝　    西森　友哉　    尾木原夢登　    石村　侑大    福嶌　遥斗　

   大原　勇人　    中野　郁也　    川口　貴司　    中島　澪哉　    森本　　昴　    田中　俊輔　    古井　理也    宮﨑　洸輔　

2日 ４×４００ｍ 岡豊  3:30.04 徳島北  3:31.10 小津  3:35.64 城南  3:39.53 学芸  3:45.92

   山﨑竹一郎　    杉田　侑弥　    石元　潤樹　    八尾　康平　    和田　一季　

   青井　　蓮　    工藤　海斗　    森　　　玲　    米田　翔太　    熊澤　瑞貴　

   中屋　偉富　    中野　郁也　    武田　七音　    松岡　出海　    古味　陽彩　

   安岡　翔斗　    佐々木隆成　    森田　　頼　    尾木原夢登　    宮定　太一　

2日 走高跳 菅沼　拓都　(4) 1m80 前田　達彦　(2) 1m80 多和　元基　(4) 1m75 山﨑　龍世　(2) 1m75 辰巳　寛典 1m65 井内　駿冶　(1) 城南 1m60 武政　響也　(1) 1m60

高知大 高知大 国士舘大 岡豊 MMG 岡田　侑大　(1) 岡豊 1m60 岡豊

1日 棒高跳 井内　駿冶　(1) 4m00 田村　準也　(2) 3m60

城南 城南

1日 走幅跳 河野　　凛　(1)   7m00 恒石　実大　(2)   6m85 野村　洸太　(1)   6m75 菅沼　拓都　(4)   6m63 和田　歩夢　(1)   6m22 上山　　薫　(3)   6m21 小野　響暉　(3)   6m20 鍋島　　仁　(2)   6m18

高知大+0.0 高知大+0.0 同志社大+0.0 高知大+0.0 岡豊+0.0 高知農-0.1 高知農+0.0 高知農+0.0

2日 三段跳 奥村　隆斗  15m12 村岡　雄也　(4)  13m54 濱田　将吾　(2)  13m47 山田　雅彬　(1)  13m27 小野　響暉　(3)  13m25 上山　　薫　(3)  13m23 濵口　　椋　(3)  13m22 岩村　朋季　(1)  12m42

高知union+0.0 高知大-1.8 学芸-2.2 高知大+1.6 高知農+0.8 高知農-0.5 高知ろう/高+0.0 高知農+0.3

2日 砲丸投 参加者なし

(7.260kg)

2日 砲丸投 仙頭　卓也　(3)  13m37 谷　　佳紀　(3)  12m49 山田　陽也　(3)  11m88 榮枝　隼人　(2)  11m88 谷　　佳彦　(3)  11m27 奥宮　健太　(2)  10m38 髙田　宗度　(1)  10m09 江入　達也　(2)   8m79

(6.000kg) 岡豊 高知農 高知農 高知 高知農 高知 小津 高知工

1日 円盤投 多和　元基　(4)  32m76 渡邊　龍樹　(3)  30m22 森口　幸輝　(3)  28m27 辰巳　寛典  24m83

(2.000kg) 国士舘大 高知大 高知大 MMG

1日 円盤投 仙頭　卓也　(3)  33m15 山田　陽也　(3)  32m65 谷　　佳紀　(3)  30m07 奥宮　健太　(2)  29m41 今橋　勇和　(3)  28m87 谷　　佳彦　(3)  27m26 川村　　翼　(2)  25m69 髙田　宗度　(1)  19m14

(1.750kg) 岡豊 高知農 高知農 高知 岡豊 高知農 高知農 小津

2日 やり投 榮枝　隼人　(2)  56m39 西原　正人  52m26 笠原　智行　(2)  52m11 今橋　勇和　(3)  51m08 岡村　豊寿　(2)  49m12 多和　元基　(4)  47m30 光成　柊人　(1)  46m75 武田　七音　(2)  44m65

(0.800kg) 高知 MMG 高知大 岡豊 高知 国士舘大 高知大 小津
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9/1 12:00の気象：曇り、28.0℃、77％、南西の風 0.1m/s
9/2 12:00の気象：曇り、26.0℃、80％、北東の風 0.1m/s [NGR：大会新記録］


