
1/2ページ

第５２回高知県中学通信陸上競技大会（高知会場）　　入賞者一覧表第５２回高知県中学通信陸上競技大会（高知会場）　　入賞者一覧表第５２回高知県中学通信陸上競技大会（高知会場）　　入賞者一覧表第５２回高知県中学通信陸上競技大会（高知会場）　　入賞者一覧表 平成２２年６月６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

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
100m 堀尾　海人　(3) 11.74 齋藤　克弥　(3) 11.89 吉村　将汰　(3) 11.97 森西　郁弥　(3) 12.06 愛宕 荒木　勇貴　(3) 12.07
風:+2.5 介良 介良 朝倉 河合　広暉　(3) 12.06 学芸 土佐
200m 上岡　幸司　(3) 24.51 河合　広暉　(3) 24.57 荒木　勇貴　(3) 24.59 竹村　太希　(3) 25.07 吉村　将汰　(3) 25.13 野本　貴裕　(3) 25.17 筒井　健二　(3) 25.41 沖津　育実　(3) 25.62
風:-0.5 土佐塾 学芸 土佐 土佐塾 朝倉 学芸 学芸 学芸
400m 岩本　啓寛　(3) 54.38 桑原　俊樹　(3) 55.48 上岡　幸司　(3) 56.29 武田　明久　(2) 59.33 安養寺柾樹　(3) 59.67 武田　知久　(2)  1:00.12 中村　秀星　(3)  1:03.26

附属 学芸 土佐塾 三里 城西 三里 城西
800m 熊澤　弘樹　(3)  2:16.75 安養寺柾樹　(3)  2:21.57 小谷　拓也　(3)  2:21.88 北村　　公　(3)  2:21.88 山下　誠人　(3)  2:28.23 東川　慶星　(3)  2:28.49 堀川　滉介　(3)  2:35.22

潮江 城西 南海 学芸 学芸 大津 朝倉
1500m 井本　　景　(2)  4:27.59 宗光　由祐　(3)  4:31.25 岡﨑　一樹　(3)  4:36.64 古味　颯斗　(3)  4:43.79 永野　豪人　(2)  4:46.57 中山　昌俊　(3)  4:53.45 北村　　公　(3)  4:54.70 小谷　拓也　(3)  4:55.98

附属 NGR 春野 土佐塾 大津 介良 土佐塾 学芸 南海
3000m 塩田　裕典　(3)  9:42.34 岡﨑　一樹　(3) 10:10.24 徳弘　　廉　(2) 11:15.98

附属 土佐塾 大津
110mH(0.914m)秦泉寺慎太郎(3) 19.46 岡林　佑真　(2) 20.32 池添　翔太　(3) 20.84 内山　　蓮　(1) 21.00 筒井　　健　(1) 21.48 光岡　諒彦　(1) 21.71
風:+1.2 西部 城北 西部 城北 西部 学芸
4×100m 学芸 46.82 附属 47.94 西部A 48.11 土佐塾A 48.34 土佐 48.43 青柳 48.44 愛宕 48.58 朝倉       

   河合　広暉    森岡　大樹    前田健太郎    竹村　太希    堀野　裕希    西森　圭吾    村上慎太郎    米花　直義 DNF
   桑原　俊樹    岩本　啓寛    秦泉寺慎太郎    上岡　幸司    中田　克樹    小松　功河    森西　郁弥    坂本　哲也
   沖津　育実    北村　賢人    西村　優樹    森田　恭平    北村　　匠    高橋　幸太    矢野　一希    今橋　大和
   野本　貴裕    国沢　佑貴    河口　凌大    西川　　諒    荒木　勇貴    東田　卓也    恒石　　椋    吉村　将汰

走高跳 吉永　　凌　(3) 1m81 大西龍之介　(3) 1m75 湯浅　彩樹　(3) 1m69 中島　涼誠　(2) 1m50 藤原　弘樹　(2) 1m45 矢野　一希　(2) 1m40
旭 =GR 旭 西部 三里 横浜 愛宕

棒高跳 磯田　京佑　(3) 3m10 水野　裕晴　(3) 2m90 勝　　飛翔　(3) 2m90
大津 =GR 大津 大津

走幅跳 齋藤　克弥　(3)   6m19 恒石　　椋　(2)   5m94 村上慎太郎　(3)   5m57 小松　功河　(3)   5m25 内山　悠也　(2)   5m12 松田　宏太　(3)   5m10 西村　優樹　(3)   5m02 高橋　静也　(2)   4m89
介良+0.4 愛宕+0.3 愛宕+0.7 青柳+0.4 城北-0.1 大津+0.7 西部+0.0 大津+0.6

三段跳 大西龍之介　(3)  11m73 松田　宏太　(3)  10m92 内山　悠也　(2)  10m91 村田　龍星　(3)   9m68
旭+1.4 大津+2.0 城北+2.0 愛宕+0.6

砲丸投 堀尾　海人　(3)  10m68 濱口　椋成　(3)  10m49 森田　賢志　(3)  10m11 山本　晃司　(3)   9m06 岡村　　蒼　(3)   7m84 北村　優星　(3)   7m77 吉村　　誠　(3)   7m49 矢野川　遼　(3)   7m30
(5.000kg) 介良 南海 介良 高知ろう 南海 青柳 愛宕 一宮
四種競技 前田健太郎　(3)  1563 森　　祐典　(3)  1333

西部 附属
　19.06-7m64-1m35-57.35 　21.29-8m67-1m35-1:00.68

100m 松葉　正也　(1) 13.01 山本慎太郎　(1) 13.14 山﨑　唯冬　(1) 13.38 濱田進次郎　(1) 13.41 土居　正幸　(1) 13.43 光岡　諒彦　(1) 13.51 掛水　孝哉　(1) 13.52 山脇　直也　(1) 13.53
風:+0.1 土佐塾 介良 朝倉 城北 城北 学芸 西部 春野
1500m 岩本　康孝　(1)  5:26.82 磯田　開土　(1)  5:26.84 谷本　　亮　(1)  5:30.80 山本　高史　(1)  5:37.42 西川　　力　(1)  5:42.38 岡﨑　俊太　(1)  5:46.78 大原　英人　(1)  5:51.63 伊藤　佳斗　(1)  5:57.82

附属 大津 学芸 附属 大津 城北 附属 西部
4×100m 学芸A 50.81 城北 52.11 西部A 53.75 附属 55.09 土佐 55.52 一宮 56.39 愛宕  1:00.19

   平賀　大博 NGR    岡林　佑真    佐野　佑久    武田　周也    日浦　恒星    山本　真路    中山　渥也
   光岡　諒彦    濱田進次郎    掛水　孝哉    岩本　康孝    曽我部勇吾    久保　佑都    岡本　直大
   都築　　甫    内山　　蓮    筒井　　健    山本　高史    清水　功雅    岡林　克弥    島村　拓実
   堅田　卓弥    内山　悠也    鈴木　賀斐    北村士貴大    森　　一貴    岩井　　蓮    本澤　利人

走高跳 近重　直樹　(1) 1m25 片岡　知也　(1) 1m15
大津 西部

走幅跳 内山　　蓮　(1)   4m68 掛水　孝哉　(1)   4m43 濱田進次郎　(1)   4m38 掛水　健司　(1)   4m18 藤本　陸玖　(1)   4m10 山中　雄行　(1)   4m10 島村　拓実　(1)   4m08 曽我部勇吾　(1)   3m77
城北+1.6 西部+0.9 城北+0.3 学芸+0.7 大津+0.0 介良+0.5 愛宕+1.2 土佐+0.6

110mH(0.991m)河口　凌大　(3) 16.81
風:+1.7 西部
砲丸投 川島賢太郎　(2)   9m85 片岡　良彰　(2)   9m69 廣井　崇人　(2)   8m34

(4.000kg) 附属 附属 介良
円盤投 森田　賢志　(3)  32m32 山本　晃司　(3)  25m49

(1.000kg) 介良 高知ろう
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 吉永　　凌　(3)  54m20 岡村　侑弥　(3)  41m28 太田　圭亮　(3)  39m96 北川　龍成　(3)  36m66 川島賢太郎　(2)  28m50 鎌倉　海斗　(3)  25m36 善万　拓実　(2)  20m87

旭 NGR 介良 NGR 介良 NGR 西部 附属 大津 大津

=NJ：高知県中学校ﾀｲ記録，NGR：大会新，=GR：大会タイ
12時現在の気象　天候：晴れ，気温：25.0℃，湿度：51.0％，風向：南南東，風力：3.1m
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