
第第第第 64回回回回  高知地区中学校総合体育大会高知地区中学校総合体育大会高知地区中学校総合体育大会高知地区中学校総合体育大会（（（（陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技のののの部部部部）））） 平成２２年６月１３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

12:00現在の気象状況　天候:曇り、気温:22.0℃、湿度:74％、東の風:2.1m

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1年･１００ｍ 松葉　正也　(1) 13.08 山本慎太郎　(1) 13.32 土居　正幸　(1) 13.49 岩本　康孝　(1) 13.66 濱田進次郎　(1) 13.69 山﨑　唯冬　(1) 13.71 久保　佑都　(1) 13.96 松本健士郎　(1) 14.29

風:-0.4 土佐塾 介良 城北 附属 城北 朝倉 一宮 介良

2年･１００ｍ 岡村　幸哉　(2) 12.21 恒石　　椋　(2) 12.51 国沢　佑貴　(2) 12.56 堅田　卓弥　(2) 12.72 大原　翔大　(2) 12.86 平賀　大博　(2) 13.09 依光　　蓮　(2) 13.10 大塚　　昇　(2) 13.18

風:-1.2 介良 愛宕 附属 学芸 城西 学芸 三里 一宮

3年･１００ｍ 堀尾　海人　(3) 12.00 黒川　至仁　(3) 12.07 東田　卓也　(3) 12.23 上岡　幸司　(3) 12.36 河口　凌大　(3) 12.38 森西　郁弥　(3) 12.46 竹村　太希　(3) 12.50

風:-0.9 介良 学芸 青柳 土佐塾 西部 愛宕 土佐塾

２００ｍ 東田　卓也　(3) 24.31 桑原　俊樹　(3) 24.39 岩本　啓寛　(3) 24.56 河合　広暉　(3) 24.69 吉村　将汰　(3) 24.89 森岡　大樹　(3) 25.80 西森　圭吾　(3) 26.12 北村　　匠　(2) 26.13

風:+0.7 青柳 学芸 附属 学芸 朝倉 附属 青柳 土佐

４００ｍ 岩本　啓寛　(3) 54.76 桑原　俊樹　(3) 56.13 荒木　勇貴　(3) 56.87 加藤　　廉　(3) 57.72 高橋　幸太　(3) 58.62 森田　恭平　(2) 59.77 西山　賢志　(3)  1:01.36 北村士貴大　(2)  1:02.04

附属 学芸 土佐 学芸 青柳 土佐塾 青柳 附属

８００ｍ 熊澤　弘樹　(3)  2:08.42 潮江 武田　明久　(2)  2:13.65 中山　昌俊　(3)  2:14.13 山下　誠人　(3)  2:19.98 中村　秀星　(3)  2:20.80 武田　知久　(2)  2:20.92 小谷　拓也　(3)  2:21.28

井本　　景　(2)  2:08.42 附属 三里 土佐塾 学芸 城西 三里 南海

1年･１５００ｍ 磯田　開土　(1)  5:21.92 山本　高史　(1)  5:26.84 西川　　力　(1)  5:26.87 掛水　孝哉　(1)  5:31.05 岡﨑　俊太　(1)  5:33.66 都築　　甫　(1)  5:34.83 檜垣　侑揮　(1)  5:34.89 伊藤　佳斗　(1)  5:39.17

大津 附属 大津 西部 城北 学芸 学芸 西部

2年･１５００ｍ 井本　　景　(2)  4:25.33 中西　啓太　(2)  4:55.26 徳弘　　廉　(2)  4:57.14 森岡　嵩斗　(2)  5:02.38 細川　真裕　(2)  5:06.43 善万　拓実　(2)  5:06.76 白石　啓貴　(2)  5:40.72 津田　尚基　(2)  5:46.21

附属 NGR 春野 大津 横浜 附属 大津 三里 一宮

3年･１５００ｍ 宗光　由祐　(3)  4:21.88 塩田　裕典　(3)  4:27.52 熊澤　弘樹　(3)  4:36.67 岡﨑　一樹　(3)  4:36.90 古味　颯斗　(3)  4:44.84 中山　昌俊　(3)  4:46.48 北村　　公　(3)  4:49.33 山下　誠人　(3)  4:51.22

春野 NGR 附属 潮江 土佐塾 大津 土佐塾 学芸 学芸

３０００ｍ 塩田　裕典　(3)  9:27.28 岡﨑　一樹　(3)  9:47.86 古味　颯斗　(3) 10:16.23 小松　直樹　(3) 10:36.63 足達伸一朗　(2) 10:53.72 黒木　幹太　(3) 11:02.32 泉　　竜矢　(2) 12:01.56

附属 NGR 土佐塾 大津 城西 附属 西部 大津

110mH(0.914m)河口　凌大　(3) 16.70 秦泉寺慎太郎(3) 19.65 竹村　太希　(3) 19.74 光岡　諒彦　(1) 20.14

風:-1.2 西部 西部 土佐塾 学芸

４×１００ｍ 介良 45.90 学芸 46.42 附属 47.93 西部 47.99 土佐 49.19 大津 49.66 朝倉 50.01

   岡村　幸哉    河合　広暉    森岡　大樹    前田健太郎    堀野　裕希    水野　裕晴    山根　大路

   齋藤　克弥    桑原　俊樹    岩本　啓寛    秦泉寺慎太郎    中田　克樹    勝　　飛翔    吉村　将汰

   廣井　崇人    沖津　育実    北村　賢人    西村　優樹    北村　　匠    磯田　京佑    今橋　大和

   堀尾　海人    黒川　至仁    国沢　佑貴    河口　凌大    荒木　勇貴    松田　宏太    坂本　哲也

1年･走高跳 曽我部勇吾　(1) 1m40 本澤　利人　(1) 1m35 近重　直樹　(1) 1m25 入交　輝成　(1) 1m25 片岡　知也　(1) 1m25 筒井　　健　(1) 1m25 有澤　大雅　(1) 1m20 松本健士郎　(1) 1m15

土佐 愛宕 大津 学芸 西部 西部 愛宕 介良

走高跳 大西龍之介　(3) 1m78 湯浅　彩樹　(3) 1m72 森西　郁弥　(3) 1m55 藤原　弘樹　(2) 1m50 勝　　飛翔　(3) 1m50 矢野　一希　(2) 1m40 愛宕 濱田　我空　(2) 1m35

旭 西部 愛宕 横浜 大津 中島　涼誠　(2) 1m40 三里 三里

棒高跳 磯田　京佑　(3) 3m10 水野　裕晴　(3) 3m00

大津 大津

1年･走幅跳 岩本　康孝　(1)   4m89 内山　　蓮　(1)   4m52 掛水　孝哉　(1)   4m40 杉本　健輔　(1)   4m40 掛水　健司　(1)   4m18 島村　拓実　(1)   4m16 濱田進次郎　(1)   4m15 山中　雄行　(1)   3m77

附属+0.4 城北-0.9 西部-0.0 学芸-0.7 学芸+0.3 愛宕-0.0 城北-1.2 介良+0.1

走幅跳 齋藤　克弥　(3)   6m08 恒石　　椋　(2)   5m59 高橋　静也　(2)   4m89 松田　宏太　(3)   4m61 内山　悠也　(2)   4m60 藤原　弘樹　(2)   4m48 戸梶　雄大　(2)   4m05 武内　　凌　(2)   3m99

介良-1.5 愛宕+0.0 大津-0.7 大津-0.3 城北-0.8 横浜-2.5 西部-1.0 西部-1.1

三段跳 大西龍之介　(3) 11m86 内山　悠也　(2) 10m85 松田　宏太　(3) 10m81 国沢　佑貴　(2) 10m69 北村　賢人　(3) 10m25 磯田　京佑　(3) 10m13

旭-0.8 城北+1.2 大津-0.4 附属-1.0 附属-0.6 大津-0.4

砲丸投(5.000kg) 堀尾　海人　(3)  11m31 濱口　椋成　(3)  10m70 森田　賢志　(3)  10m01 山本　晃司　(3)   9m22 川島賢太郎　(2)   8m99 片岡　良彰　(2)   8m78 岡村　　蒼　(3)   7m91 新井　宏基　(2)   7m68

(5.000kg) 介良 NGR 南海 介良 高知ろう 附属 附属 南海 高知

四種競技 吉永　　凌　(3)  1962 前田健太郎　(3)  1481 西村　優樹　(3)  1438 森　　祐典　(3)  1344 岡林　佑真　(2)  1157

旭 NGR 西部 西部 附属 城北

110m-SP-HJ-400m  19.29-9m35-1m82-58.55  19.78-7m22-1m35-57.26  20.47-8m32-1m40-59.71  20.57-8m75-1m25-1:00.12  20.26-7m22-1m25-1:03.91
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