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第６８回高知県高等学校総合体育大会陸上競技の部 2015年5月23日(土)～2014年25日(日)
決勝一覧表

春野運動公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 5/24 １００ｍ 山崎　　(3) 11.11 西岡　　(3) 11.46 宮川　　(2) 11.47 山口　　(2) 11.47 中村　　(2) 11.52 安井　　(3) 11.54 岡　　　(2) 11.55 小野　　(2) 11.68

岡豊 -0.5 中村 -0.5 幡多農 -0.5 岡豊 -0.5 土佐 -0.5 清水 -0.5 岡豊 -0.5 須崎工 -0.5 

男子 5/25 ２００ｍ 淺利　(1) 22.41 山崎　　(3) 22.66 藤堂　　(2) 22.80 西岡　　(3) 23.24 安井　　(3) 23.28 岡林　　(3) 23.29 河野　　　(1) 23.61 川村　　(2) 23.79

幡多農 -2.1 岡豊 -2.1 安芸 -2.1 中村 -2.1 清水 -2.1 高知農 -2.1 岡豊 -2.1 幡多農 -2.1 

男子 5/23 ４００ｍ 岡林　　(3) 49.66 由藤　　　(3) 50.27 藤堂　　(2) 50.75 唐岩　　(1) 51.29 久保　　(3) 51.85 武政　　(3) 51.93 濱田　(3) 52.01 小山　　　(2) 52.13

高知農 学芸 安芸 土佐塾 高知農 高知工 岡豊 岡豊

男子 5/24 ８００ｍ 岡林　　(3)  1:57.42 谷　　　(3)  1:58.12 小橋　　(3)  1:58.58 小山　　　(2)  1:59.50 岩原　　(3)  1:59.77 篠原　　(2)  2:00.04 谷岡　　(2)  2:05.33 細川　　(3)  2:11.63

高知農 土佐 中村 岡豊 小津 追手前 中村 小津

男子 5/23 １５００ｍ 岩原　　(3)  4:04.77 小橋　　(3)  4:05.34 千屋　　(3)  4:06.09 小松　　(3)  4:06.90 千屋　　(2)  4:07.20 細川　　(3)  4:07.99 西村　　(1)  4:09.13 桑野　　(2)  4:11.64

小津 中村 高知工 安芸 高知工 小津 高知農 高知高専

男子 5/25 ５０００ｍ 千屋　　(3) 15:24.12 西本　　　(1) 15:25.03 小松　　(3) 15:32.69 矢野　　(3) 15:34.50 中西　　(2) 15:38.69 千屋　　(2) 15:44.04 安岡　　(2) 15:49.97 森  　　(2) 15:53.71

高知工 高知農 安芸 宿毛工 高知農 高知工 高知農 土佐

男子 5/23 １１０ｍＨ 大西　　(3) 16.14 野村　　(1) 16.81 森田　　(1) 17.13 亀沢　　(3) 17.16 東　　(3) 18.03 柿内　　(3) 18.51 神　　　(1) 19.18 澤田　　(2) 19.40

(1.067m) 岡豊 -1.2 学芸 -1.2 高知農 -1.2 宿毛工 -1.2 高知農 -1.2 清水 -1.2 岡豊 -1.2 幡多農 -1.2 

男子 5/24 ４００ｍＨ 山崎　　(2) 57.42 土居　　(3) 57.89 野村　　(1) 58.38 山﨑　　(2) 58.81 齋藤　　　(3) 59.34 光岡　　(3)  1:00.42 小松　　(3)  1:00.65 甲斐　　(3)  1:01.12

(0.914m) 岡豊 南 学芸 土佐 高知工 学芸 高知農 小津

男子 5/24 ３０００ｍＳＣ 杉本　　(3)  9:38.59 片岡　　(3)  9:58.88 青木　　　(3) 10:06.12 猪谷　　(2) 10:17.44 小島　　(2) 10:21.47 鍋島　　(3) 10:21.64 岡西　　(3) 10:22.79 山崎　　(2) 10:27.19

高知工 高知工 高知工 中村 岡豊 高知農 土佐 高知高専

男子 5/23 ５０００ｍＷ 渡邊　　　(2) 22:40.09 伊藤　　(3) 22:57.79 西本　　(3) 24:40.71 國弘　　(3) 25:56.44 鳥海　　(3) 26:18.22 谷　　　(3) 26:32.44 徳橋　　(2) 27:26.40 北裏　　(2) 29:23.54

岡豊 高知工 高知農 南 安芸桜ケ丘 宿毛工 岡豊 岡豊

男子 5/23 ４×１００ｍ 岡豊 42.62 幡多農 42.75 学芸 43.71 中村 43.76 土佐 43.83 土佐塾 44.46 安芸 44.48 小津 44.90

  河野　　　(1)   宮川　　(2)   濵口　　(3)   三好　　(1)   久保　　(3)   西村　　(1)   中島　　(3)   山﨑　　(2)

  岡　　　(2)   川村　　(2)   吉田　　(1)   西岡　　(3)   中村　　(2)   唐岩　　(1)   坂田　　(2)   岩井　　(3)

  山崎　　(3)   福本　　(2)   野村　　(1)   武政　　(3)   池澤　　(2)   道中　　(1)   伊吹　(1)   入野　　(2)

  山口　　(2)   淺利　(1)   原　　　(2)   山﨑　　(3)   武政　(1)   政岡　　(1)   藤堂　　(2)   坂田　　(2)

男子 5/25 ４×４００ｍ 土佐  3:24.37 岡豊  3:24.61 中村  3:25.33 高知工  3:25.57 学芸  3:26.18 高知農  3:26.59 小津  3:31.08 高知高専(高)  3:31.30

  宮地　　(1)   掛水　　(3)   山﨑　　(3)   齋藤　　　(3)   都築　　　(3)   東　　　(3)   甲斐　　(3)   森口　　(3)

  中村　　(2)   濱田　(3)   武政　　(3)   濱田　　(2)   吉田　　(1)   久保　　(3)   岩井　　(3)   坂本　　　(2)

  日浦　　(3)   井上　　　(3)   小橋　　(3)   豊永　　(2)   野村　　(1)   小松　　(3)   入野　　(2)   桑野　　(2)

  武政　(1)   小山　　　(2)   西岡　　(3)   武政　　(3)   由藤　　　(3)   岡林　　(3)   山﨑　　(2)   岩本　　(3)

男子 5/24 走高跳 大西　　(3) 2m03 福本　　(2) 1m88 井上　　　(3) 1m75 同順：久保  　　(2) 1m75 兼松　　(1) 1m75 同順：山崎　　(2) 1m75 濱岡　　(1) 1m70 三好　　(1) 1m70

岡豊 NGR 幡多農 岡豊 西 幡多農 岡豊 幡多農 中村

男子 5/23 棒高跳 筒井　　　(3) 4m20 平田　　(1) 3m50 同順：藤本　　(3) 3m50

岡豊 岡豊 岡豊

男子 5/23 走幅跳 岡　　(2) 6m86 井上　　　(3) 6m72 掛水　　(3) 6m63 恒石　　　(3) 6m55 野村　　(1) 6m50 道中　　(1) 6m49 蛭子　　(3) 6m34 濱田　　　(2) 6m24

岡豊 +0.4 岡豊 +0.0 岡豊 +0.0 高知農 +0.1 学芸 +0.6 土佐塾 +0.6 南 +0.9 高知工 +0.3 

男子 5/25 三段跳 恒石　　　(3) 13m84 大西　　(3) 13m40 濱田　　　(2) 13m30 蛭子　　(3) 13m01 濵田　　(3) 12m77 高橋　　(2) 12m36 兼松　　(1) 12m10 福本　　(2) 12m09

高知農 +1.0 岡豊 +0.5 高知工 +1.0 南 +0.7 追手前 +0.2 高知農 +0.7 幡多農 +2.1 幡多農 +1.7 

男子 5/25 砲丸投 竹崎　　(1)  14m38 岡林　　(3)  13m48 川崎　　(3)  11m63 荻野　　(2)  10m94 松岡　　(3)  10m60 山本　　　(1)  10m39 筒井　　(3)  10m22 花尾　　(1)   9m36

(6.000kg) 高知農 高知工 岡豊 高知高専 高知農 岡豊 西 岡豊

男子 5/23 円盤投 川崎　　(3)  36m86 奥野　　(2)  32m77 竹崎　　(1)  32m70 井上　　(3)  30m97 亀井　　　(3)  30m87 長山　　(3)  28m73 植野　　(3)  28m50 小松　　(3)  28m32

(1.750kg) 岡豊 安芸桜ケ丘 高知農 安芸桜ケ丘 高知高専 高知高専 宿毛工 高知農

男子 5/23 ハンマー投 松岡　　(3)  29m17 岡林　　(3)  27m32 三浦　　(3)  26m96 矢野  　　(1)  26m74 竹崎　　(1)  25m17 亀井　　　(3)  24m87 川崎　　(3)  24m22 長山　　(3)  21m65

(6.000kg) 高知農 高知工 窪川 南 高知農 高知高専 岡豊 高知高専

男子 5/24 やり投 長山　　(3)  55m21 森田　　(3)  54m71 濵口　　(3)  49m68 岡林　　(3)  48m96 森田　　(1)  47m83 澤田　　(2)  46m80 植野　　(3)  45m35 竹内　　(2)  43m73

(0.800kg) 高知高専 高知高専 学芸 高知商 高知農 幡多農 宿毛工 南

男子 5/24 八種競技 中脇　　(3)  4394 澤田　　(2)  3932 三好　　(1)  3360 下元　　(3)  3341 西村　　(1)  3339 高石　　(2)  3165 坂本　　(1)  3058 山本　　　(1)  2726

5/25 宿毛工 幡多農 中村 西 土佐塾 岡豊 追手前 岡豊

11.98/-1.8-6m05/+1.1-8m51-52.56 12.11/-1.8-5m99/+1.3-7m46-56.24 12.05/-1.2-5m32/+0.5-8m22-58.54 12.21/-1.2-5m35/+0.0-9m38-55.62 12.17/-1.2-4m72/+0.5-7m23-55.43 13.11/-1.8-5m44/+1.4-5m74-56.56 12.49/-1.2-6m23/+0.6-8m07-59.58 12.49/-1.8-4m98/+0.2-6m63-57.62

17.19/-1.3-38m94-1m65-5:08.94 19.71/-0.5-46m48-1m53-5:07.96 22.19/-1.3-28m53-1m68-5:24.55 19.48/-0.5-31m40-NM-5:02.03 20.60/-1.3-15m36-1m47-4:34.08 21.39/-0.5-19m39-1m56-4:46.48 23.61/-0.5-17m17-1m62-5:42.21 22.47/-1.3-29m41-NM-5:04.40

男子 総合得点 岡豊 170点 高知農 113点 高知工 82点 中村 50点 幡多農 48.5点 学芸 43点 高知高専 34点 土佐 31点

男子 トラック得点 岡豊 80点 高知農 62点 高知工 61点 中村 43点 学芸 33点 土佐 31点 安芸 25点 幡多農 23点

男子 フィールド得点 岡豊 86点 高知農 51点 高知高専 31点 高知工 21点 幡多農 18.5点 南 13点 安芸桜ケ丘 12点 学芸 10点

男子 八種競技得点 宿毛工 8点 幡多農 7点 中村 6点 西 5点 土佐塾 4点 岡豊 4点 追手前 2点

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m

2015/6/2 15: 47 NAR: 中国四国学生新記録 NGR: 大会新記録 TR: タ イ ムレ ース
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第６８回高知県高等学校総合体育大会陸上競技の部 2015年5月23日(土)～2014年25日(日)
決勝一覧表

春野運動公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

女子 5/24 １００ｍ 西川　　(2) 12.74 西原　　　(3) 12.76 大石　　(3) 12.90 荒井　　(3) 12.92 上岡　　(3) 13.07 松林　　(3) 13.13 小松　(1) 13.27 片岡　　(1) 13.43

土佐女 -2.3 中村 -2.3 岡豊 -2.3 追手前 -2.3 中村 -2.3 岡豊 -2.3 安芸 -2.3 追手前 -2.3 

女子 5/25 ２００ｍ 西原　　　(3) 25.78 大石　　(3) 26.11 山沖　　(3) 26.21 荒井　　(3) 26.49 山本　　(3) 26.66 徳永　　(1) 26.93 黒岩　(1) 27.05 池田　　(2) 27.23

中村 +0.1 岡豊 +0.1 中村 +0.1 追手前 +0.1 宿毛 +0.1 安芸 +0.1 土佐女 +0.1 岡豊 +0.1 

女子 5/23 ４００ｍ 西原　　　(3) 57.94 濱口　(2) 58.63 山本　　(3) 58.69 宮田　　(2) 59.24 荒井　　(3) 59.27 岡田　　(2) 59.37 島崎　　　(2)  1:01.76 小松　　(3)  1:02.71

中村 学芸 宿毛 学芸 追手前 岡豊 土佐 追手前

女子 5/24 ８００ｍ 山口　(3)  2:19.92 近森　　(3)  2:23.21 西川　　(1)  2:25.23 早川　　(2)  2:25.48 佐竹　　(3)  2:27.99 廣光　　(3)  2:29.17 野村　(1)  2:31.29 田中　　(3)  2:33.00

小津 学芸 山田 清水 安芸 追手前 山田 山田

女子 5/23 １５００ｍ 森本　　(3)  4:33.06 西松　　(2)  4:42.00 山口　(3)  4:48.01 中里　(3)  4:50.11 近森　　(3)  4:51.14 早川　　(2)  4:56.67 廣光　　(3)  4:57.17 橋田　　(3)  5:12.58

山田 山田 小津 山田 学芸 清水 追手前 追手前

女子 5/25 ３０００ｍ 森本　　(3)  9:36.37 西松　　(2)  9:40.93 片岡　　(2) 10:03.50 橋田　　(3) 10:59.25 安藝　　(2) 10:59.92 早川　　(2) 11:04.42 別役　　(2) 11:06.20 澳本　(3) 11:19.53

山田 山田 山田 追手前 岡豊 清水 高知工 追手前

女子 5/25 １００ｍＨ 西川　　(2) 14.81 五百蔵　(1) 14.86 黒岩　　(3) 15.11 片岡　　(1) 15.56 松井　　(1) 16.34 山中　(3) 16.49 門田　　(3) 16.93 黒岩　(1) 17.14

(0.840m) 土佐女 -1.0 NGR 追手前 -1.0 NGR 岡豊 -1.0 NGR 追手前 -1.0 岡豊 -1.0 岡豊 -1.0 追手前 -1.0 土佐女 -1.0 

女子 5/24 ４００ｍＨ 黒岩　(1)  1:04.09 黒岩　　(3)  1:05.08 五百蔵　(1)  1:05.74 松井　　(1)  1:06.49 大峯　　(3)  1:07.80 森田　　(1)  1:08.11 渡邊　　(3)  1:08.32 門田　　(3)  1:12.87

(0.762m) 土佐女 岡豊 追手前 岡豊 土佐女 土佐女 岡豊 追手前

女子 5/23 ５０００ｍＷ 澳本　(3) 26:05.73 江口　　(2) 30:15.05 市川  　(1) 30:16.09 松岡　　(2) 31:26.35 小松　　　(2) 32:33.62 山本　　(2) 33:21.75 山岡　　(1) 39:05.67

追手前 追手前 追手前 岡豊 安芸桜ケ丘 土佐 岡豊

女子 5/23 ４×１００ｍ 岡豊 49.24 中村 50.10 土佐女 50.16 土佐 50.55 安芸 50.56 学芸 51.19 小津 52.07 高知農 52.89

  山中　(3)   上岡　　(3)   平瀬　　(3)   竹森　　(2)   徳永　　(1)   弘田　　(2)   光明　　(3)   渡辺　　(3)

  松林　　(3)   西原　　(3)   西川　　(2)   矢倉　　(3)   小松　(1)   濱口　(2)   清水　　　(2)   島田　　(2)

  池田　　(2)   山沖　　(3)   山崎　　(1)   梶田　　　(1)   窪田　　(2)   富川　　　(2)   井澤　(3)   大塚　　(2)

  大石　　(3)   安田　(2)   黒岩　(1)   島崎　　(2)   小松　　(2)   宮田　　(2)   藤田　　(3)   森下　　(3)

女子 5/25 ４×４００ｍ 岡豊  4:01.01 学芸  4:02.32 土佐女  4:02.64 追手前  4:03.37 中村  4:06.72 土佐  4:07.85 小津  4:07.90 安芸  4:11.69

  岡田　　(2)   岡林　　(3)   森田　　(1)   小松　　(3)   安田　(2)   梶田　　　(1)   清水　　(2)   窪田　　(2)

  渡邊　　　(3)   宮田　　(2)   山崎　　(1)   五百蔵　(1)   上岡　　(3)   矢倉　　(3)   藤田　　　(3)   徳永　　(1)

  黒岩　　(3)   弘田　　(2)   西川　　(2)   門田　　(3)   二宮　　(3)   松岡　　(1)   山口　(3)   小松　　(2)

  大石　　(3)   濱口　(2)   大峯　　(3)   荒井　　(3)   西原　　　(3)   島崎　　　(2)   金子　　(2)   佐竹　　(3)

女子 5/24 走高跳 山沖　　(3) 1m60 山脇　　(3) 1m57 前田　　　(3) 1m57 亀山  　　(2) 1m54 藤田　　　(3) 1m54 平瀬　　(3) 1m45 中野　　(1) 1m45 安田　(2) 1m40

中村 須崎 安芸 中村 小津 土佐女 宿毛 中村

女子 5/23 走幅跳 山中　(3) 5m49 五百蔵　(1) 5m45 大石　　(3) 5m40 片岡　　(1) 5m30 山沖　　(3) 5m30 曽我部　(2) 5m21 山崎　　(1) 5m09 小松　　(3) 5m05

岡豊 +1.1 追手前 +0.3 岡豊 +0.1 追手前 +1.4 中村 +0.4 土佐女 +0.0 土佐女 +1.6 追手前 +0.4 

女子 5/25 砲丸投 齋藤　　(3)  13m80 奥田　　(3)  10m43 田野　(3)   9m85 杉本　　(2)   9m09 神尾　　(1)   8m63 安田　(2)   8m46 竹村　　(3)   7m95 山田　　(2)   7m72

(4.000kg) 追手前 NGR 宿毛 幡多農 岡豊 西 中村 土佐女 高知農

女子 5/23 円盤投 齋藤　　(3)  33m09 山本　(3)  28m77 山田　　(2)  27m39 田野　(3)  27m26 奥田　　(3)  26m97 濱田　　(3)  23m58 杉本　　(2)  23m53 小松　　(3)  22m93

(1.000kg) 追手前 土佐 高知農 幡多農 宿毛 宿毛 岡豊 土佐女

女子 5/24 やり投 杉本　　(2)  40m52 齋藤　　(3)  40m18 田村　　(3)  36m63 山﨑　　(3)  30m69 金子　　(2)  29m37 小松　　(3)  29m17 竹松　　(2)  27m29 安田　(2)  26m80

(0.600kg) 岡豊 追手前 高知高専 幡多農 小津 土佐女 宿毛 中村

女子 5/23 七種競技 黒岩　　(3)  4039 中山　　(3)  2912 金子　　(2)  2806 三好　(2)  2652 新川　　(2)  2407 栗田　　(2)  2328 渡辺　　(2)  2302 宮地  　　(1)  2291

5/24 岡豊 NKH NGR 高知商 小津 追手前 岡豊 岡豊 追手前 追手前

15.25/-0.2-1m50-8m37-27.56/-0.6 18.42/-0.2-1m37-5m79-29.43/-0.6 18.38/-0.2-NM-6m52-28.71/-0.6 18.99/-0.2-1m40-6m45-28.65/-0.6 20.26/-0.2-1m34-5m72-30.80/-0.6 20.62/-0.2-NM-6m02-28.16/-0.6 20.00/-0.2-1m22-4m63-30.70/-0.6 18.92/-0.2-1m28-5m81-30.70/-0.6

4m31/+2.2-30m78-2:33.60 4m40/+1.7-18m40-2:42.70 4m31/+2.2-28m68-2:34.07 4m35/+2.2-23m67-3:32.97 4m17/+1.6-15m20-2:51.56 3m84/+2.8-20m84-2:37.10 4m43/+2.2-14m53-2:51.19 3m88/+1.3-12m24-2:57.95

女子 総合得点 追手前 119点 岡豊 118点 中村 66点 土佐女 60点 山田 50点 学芸 33点 小津 32点 宿毛 28点

女子 トラック得点 追手前 75点 岡豊 74点 山田 50点 土佐女 46点 中村 44点 学芸 33点 小津 18点 安芸 14点

女子 フィールド得点 追手前 36点 岡豊 29点 中村 22点 宿毛 18点 幡多農 16点 土佐女 14点 小津 8点 須崎 7点 同順：土佐7点

女子 七種競技得点 岡豊 15点 追手前 8点 高知商 7点 小津 6点

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m
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