
ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

男 藤堂　誉志 安芸 予選 欠場

男 淺利　玖朗人 幡多農 予選 ７組　　４位　１０秒９３

予選 ３組　　２位　２１秒５７

準決勝 １組　　４位　２１秒５９

男 淺利　玖朗人 幡多農 予選 ４組　　５位　２１秒８３

予選 ４組　　４位　４８秒２１

準決勝 ２組　　６位　４８秒８３

５０００ｍ 男 千屋　直輝 高知工 予選 ２組　　２０位　１５分３８秒３４

４００ｍH 男 山崎　和生 岡豊 予選 ８組　　８位　５７秒８０

４×１００ｍリレー 男 淺利　川村　福本　宮川 幡多農 予選 ７組　　８位　４２秒１６

男 中村  武政　平田　池澤 土佐 予選 １組　　８位　３分１９秒５５

男 福本　淺利　中脇　川村 幡多農 予選 ３組　　８位　３分２０秒８４

５０００ｍ競歩 男 渡邊　翼 岡豊 予選 １組　　１１位　２２分１８秒０７

走高跳 男 福本　悠人 幡多農 予選 １組　　記録なし

男 加納　楓斗 追手前 予選 １組　　１８位　６ｍ７０

男 岡　亮佑 岡豊 予選 １組　　２５位　６ｍ５８

男 濱田　剛 高知工 予選 ２組　　２７位　６ｍ６７

男 政岡　智也 土佐塾 予選 ２組　　３２位　６ｍ２５

三段跳 男 濱田　剛 高知工 予選 ２組　　２９位　１３ｍ３８

砲丸投げ 男 竹崎　大将 高知農 予選 ２組　　２６位　１３ｍ７７

１００ｍ 女 西川　鈴夏 土佐女 予選 ６組　　６位　１２秒４３

４００ｍ 女 岡田　容果 岡豊 予選 ６組　　６位　５９秒６０

１５００ｍ 女 野村　菜々美 山田 予選 １組　　１２位　４分４０秒８３

女 西松　美樹 山田 予選 １組　　９位　９分３１秒４５

予選 ２組　　６位　９分１５秒４９

決勝 １３位　９分１８秒９９

女 片岡　秀美 山田 予選 ３組　　１８位　１０分１０秒６２

女 西川　鈴夏 土佐女 予選 ２組　　８位　１９秒３３

予選 ７組　　４位　１４秒２２

準決勝 ２組　　７位　１４秒３９

４００ｍH 女 黒岩　星紗碧 土佐女 予選 ５組　　５位　１分０２秒４６

４×１００ｍリレー 女 森田　西川　曽我部　黒岩 土佐女 予選 １組　　８位　４８秒８５

４×４００ｍリレー 女 森田　西川　山﨑　黒岩 土佐女 予選 ２組　　７位　３分５３秒１７

女 市川　葵 追手前 予選 １組　　１８位　２７分４０秒２５

予選 ２組　　８位　２４分３８秒６１

決勝 １１位　２４分０６秒５１

走高跳 女 池知　朋美 土佐女 予選 １組　　記録なし

走幅跳 女 五百蔵　美希 追手前 予選 １組　　１８位　５ｍ６５

やり投げ 女 亀山　恵 中村 予選 １組　　３３位　３４ｍ５７

団体 女 団体総合予選 ３８位　　１２１．６００

五十嵐　克己 東工 個人総合予選 ２４１位　　６０．３５０

猪野　笙之介 高知 個人総合予選 ２５１位　　５５．６５０

公文　美友 安芸 個人総合予選 ７６位　　４７．８５０

山中　倫華 高知 個人総合予選 １５４位　　４２．１００

栗山　陽菜 安芸 個人総合予選 １６４位　　４０．５５０

西山　紗耶香 高知 個人総合予選 １６６位　　４０．２５０

秋山　真凜 高知 個人総合予選 ２３４位　　２０．８５０

近藤　理子 高知 個人総合予選 ２３７位　　１８．４００

団体 女 団体総合 ４０位　　９．４００

個人 女 宮地　ひなの 西 個人総合 ４２位　　２０．５００

男 １回戦 ●　５１－８４　　　大阪学院大高（大阪）

1回戦 ○　５２－４０　　　海老名（神奈川）

２回戦 ●　３９－１１３　　桜花学園（愛知）

予選グループ戦 ●　０－２　東山（京都）

敗者復活戦 ●　０－２　東福岡（福岡）

予選グループ戦 ●　１－２　長岡商（新潟）

敗者復活戦 ●　０－２　熊本信愛女学院（熊本）

2

体操

高 知

新体操
西

平成２８年度　全国高等学校総合体育大会　高知県選手団種目別競技成績

氏　名　・　学　校

1 陸上

１００ｍ

２００ｍ

藤堂　誉志 安芸

４×４００ｍリレー

走幅跳

3 バスケットボール 団体

中 央

4 バレーボール 団体

男 高 知 商

女 中 央

安芸藤堂　誉志男

４００ｍ 男

寺尾　鼓妙女 山田３０００ｍ

追手前五百蔵　美希女
１００ｍH

５０００ｍ競歩
山田浅野　成美女

岡 豊女

個人

女

男



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

２回戦 ○　３－２　開志国際（新潟）

３回戦 ●　１－３　鶴岡東（山形）

２回戦 ○　３－０　岩国商（山口）

３回戦 ○　３－０　日南学園（宮崎）

４回戦 ○　３－１　愛知みずほ大瑞穂（愛知）

準決勝 ○　３－０　山陽女（岡山）

決勝 ●　０－３　四天王寺（大阪）

１回戦 ○　３－１　千坂・倉　　出雲北陵（島根）

２回戦 ○　３－０　渡井・楊　　静岡学園（静岡）

３回戦 〇　３－２　詫間・根上　　北海道科学大高（北海道）

４回戦 ●　２－３　原井・南里　　福岡工（福岡）

２回戦 ○　３－０　太田・中川　　上宮（大阪）

３回戦 ●　１－３　青柳・石榑　　湘南工大付（神奈川）

１回戦 ○　３－２　田子・沢田　　鳥取敬愛（鳥取）

２回戦 ○　３－２　寺門・小林　　木更津総合（千葉）

３回戦 ○　３－０　馬場・高橋　　芦屋学園（兵庫）

４回戦 ●　０－３　柴田・岩越  　希望が丘（福岡）

２回戦 ○　３－１　森山・奥原　　出雲西（島根）

３回戦 ○　３－０　田巻・嶋津　　武蔵野（東京）

４回戦 ●　２－３　枝松・木村  　山陽女（岡山）

１回戦 ○　３－２　後藤  文哉　　古川学園（宮城）

２回戦 ●　２－３　西村　星哉　　浜松修学舎（静岡）

１回戦 ○　３－２　小唄　周平　　新潟産大府（新潟）

２回戦 ●　０―３　伊丹　雄飛　　野田学園（山口）

２回戦 ○　３－０　川口　育寛　　松徳学院（島根）　

３回戦 ○　３－０　野宮　一輝　　弘前実（青森）　

４回戦 ●　０―３　竹﨑　千明　　野田学園（山口）

２回戦 ○　３－０　伊佐治　桐人　北海道科学大高（北海道）

３回戦 ●　０―３　多田　浩嗣　　大阪星光学院（大阪）

２回戦 ○　３－０　大和田　凜　　角館（秋田）

３回戦 ○　３－２　高東  沙奈　　近大広島高福山（広島）

４回戦 ○　３－０　松岡　優香　　慶誠（熊本）

５回戦 ●　０－４　枝松　亜実　　山陽女（岡山）

２回戦 ○　３－０　皆川　愛華　　山陽女（岡山）

３回戦 ●　２－３　杉渕　栞　　　駒大苫小牧（北海道）

２回戦 ○　３－０　手塚　桃花　　慶誠（熊本）

３回戦 ○　３－０　小島　叶愛　　明豊（大分）

４回戦 ●　２－３　馬場　麻裕　　芦屋学園（兵庫）

２回戦 ○　３－０　池田　未来　　明誠（島根）

３回戦 ○　３－０　趙虹　ウェン　　日本航空（山梨）

４回戦 ○　３－１　赤川  真生　　華頂女（京都）

５回戦 ●　０－４　早田　ひな　　希望が丘（福岡）

男 １回戦 ●　１－２　　塩田工(佐賀)

女 １回戦 ●　１－２　　弘前実（青森）

男 新谷　龍大・段松　匠吾 宿毛工 １回戦 ●　０－４　　中西・庄司　　和歌山北（和歌山）

男 菅野　涼介・古谷　諒 高知工 １回戦 ●　１－４　　松本・三瓶　　佼成学園（東京）

１回戦 ○　４－２　　坂田・久冨　　日南振徳（宮崎）

２回戦 ●　０－４　　谷口・三輪　　高田商（奈良）

男 山﨑　海渡・石元　汰門 明徳 ２回戦 ●　２－４　　近藤・森　 　　岡山理大付（岡山）

男 下村　勇哉・小谷　浩輝 明徳 ２回戦 ●　１－４　　盛・黒河　　　 北海道科学大高（北海道）

２回戦 ○　４－２　　老・新保　 　　高岡商（富山）

３回戦 ○　４－３　　新郷・浦田　　唐津東（佐賀）

４回戦 ●　０－４　　小出・古賀　　三重（三重）

女 岡田　あさひ・川久保　智晴 小津 １回戦 ●　１－４　　柿山・森　　　 鹿児島女（鹿児島）

女 井口　実優・細川　蒔緒 明徳 1回戦 ●　３－４　　杉田・勝野　　津島北（愛知）

女 岡上　紗也加・佐竹　生和 幡多農 1回戦 ●　２－４　　加賀谷・武田　　秋田西（秋田）

女 大北　いつき・小原　理紗 岡豊 ２回戦 ●　０－４　　横山・金田　 　昭和学院（千葉）

女 西尾　彩・山本　華鈴 幡多農 ２回戦 ●　０－４　　渡辺・菊池　　 とわの森三愛（北海道）

女 入野　優芽・瀬戸　優里 土佐女 ２回戦 ●　２－４　　田川・西村　　金沢学院（石川）

男 １回戦 ●　１６－３１　不来方（岩手）

男 明 徳

ダブルス

男 西　康洋・佐藤　弘毅 明徳

男 橋本　拓磨・寶金　侑作

女 永目　真唯・二宮　里奈 明徳

明徳

寶金　侑作 明徳

明徳佐藤　弘毅男

氏　名　・　学　校

女 三村　優果 明徳

女 明徳上田　真実

明徳

6 ソフトテニス

団体
幡 多 農

個人

男 山本　泰雅・中島　大樹 明徳

明 徳

男

7 ハンドボール 団体
中 央

小脇　瑞穂女

明徳

男

明 徳女

女 熊中　理子・小脇　瑞穂

明徳

男

団体

２位

男 橋本　拓磨 明徳

シングルス

西　康洋

明徳熊中　理子女

明徳小松　正芳・中井　啓翔

卓球5



女 １回戦 ●　９－４８　　福井商(福井)

8 サッカー 団体 男 １回戦 ●　１－４　　長崎総合科学大附（長崎）

7 ハンドボ ル 団体
土 佐

高 知 商



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

１回戦 ○　３－1　　岐阜北（岐阜）

２回戦 ●　０－３　　富岡・ふたば未来学園（福島）

１回戦 ○　３－1　　耐久（和歌山）

２回戦 ●　０－３　　諫早商（長崎）

男 本田　竜也 土佐 １回戦 ●　０－２　　高橋　玄　　　　　 富岡第一（富山）

１回戦 ○　２－０　　田口　達也　　　　秋田工（秋田）

２回戦 ●　０－２　　山下　恭平　　　　水島工（岡山）

女 小松　ゆい 土佐女 １回戦 ●　０－２　　沢田　望空　　　　勝山（福井）

女 久保　未奈 中央 １回戦 ●　０－２　　舟橋　佳歩　　　　日本ウェルネス（東京）

１回戦 ○　２－０　　近藤・菊地　　　　秋田工（秋田）

２回戦 ●　０－２　　堀井・清水　　　　比叡山（滋賀）

男 長瀧弘大・本田竜也 土佐 １回戦 ●　０－２　　座光寺・寺沢 　　長野商（長野）

女 小松ゆい・黒岩秋羽 土佐女 １回戦 ●　０－２　　川村・東林　　　　伊勢崎清明（群馬）

１回戦 ○　２－０　　倉本・中西　　　　高田商（奈良）

２回戦 ●　０－２　　淀・佐藤　　　　　 西武台千葉（千葉）

男 １回戦 ●　０－１　　佐世保西（長崎）

女 １回戦 ●　１－３　　奈良女(奈良)

予選１回戦 ○　３－２　　日田林工（大分）

予選２回戦 ○　４－１　　愛工大名電（愛知）

予選３回戦 ●　１－４　　金沢市立工業（石川）

決勝トーナメント１回戦 ○　４－１　　水戸農（茨城）

決勝トーナメント２回戦 ○　４－１　　足立新田（東京）

決勝トーナメント準々決勝 ●　１－４　　鳥取城北（鳥取）

予選１回戦 ○　おしたおし　  丸山　鉱史　      岐阜農林（岐阜）

予選２回戦 ○　よりきり　　　 谷岡　伊織　　 　 近大付（大阪）

予選３回戦 ○　つきだし　　 　朝比奈　壱太　　香川農業経営（香川）

決勝トーナメント進出者決定２回戦    ●　うわてなげ　　安ケ平　豪士　　三本木農（青森）

予選１回戦 ○　おしだし　　　　柴田　輝一　　　愛工大名電（愛知）

予選２回戦 ○　おくりだし　　　岩倉　敬弥　　　富山商（富山）

予選３回戦 ○　したてなげ　　大谷　真惟　　　中部農林（沖縄）

決勝トーナメント進出者決定２回戦    ●　はたきこみ　　山口　怜央　　　津島（愛媛）

予選１回戦 ●　よりたおし　　　伊藤　周　　　 　日体大柏（千葉）

予選２回戦 ○　ひきおとし　　　久米　伊織　　  大曲農（秋田）

予選３回戦 ○　おしだし　　　　松本　拓也　　　鵬翔（宮崎）

決勝トーナメント進出者決定２回戦    ○　おしだし　　　　酒井　天佑　　　飛龍（静岡）

決勝トーナメント進出者決定３回戦    ●　つきだし　　　　千場　伸介　　　金沢工（石川）

男 １回戦 ●　０－４　延岡学園（宮崎）

女 ２回戦 ●　０－３　夙川学院（兵庫）

１回戦 ○　優勢　　出口　嘉人　　　　　　　　崇徳（広島）

２回戦 ○　優勢　　鈴木　康鷹　　　　　　　　東海大甲府（山梨）

３回戦 ●　優勢　　山尾　晶大　　　　　　　　京都共栄学園（京都）　

２回戦 ○　優勢　　川瀬　翔　　　 　　　　　　東海大静岡翔洋（東京）  

３回戦 ●　大外刈り　　今村　達哉　　　　　 鹿島学園（大阪）  

７３ｋｇ級 男 斉藤　拓大 岡豊 １回戦 ●　体落とし　　村上　優哉　　 　　　 神戸国際大付（兵庫）

８１ｋｇ級 男 中川　充司 岡豊 １回戦 ●　送り襟絞め　　焼谷　風太　　　　埼玉栄（埼玉）

９０ｋｇ級 男 澤本　拓海 岡豊 １回戦 ●　大内刈り　　深山　将剛　　　　　 東海大仰星（大阪）

１００ｋｇ級 男 福井　悠雅 高知 １回戦 ●　優勢　　岩倉　優輝　　　　　　　　大成（愛知）

１００ｋｇ超級 男 北村　昴之祐 高知 １回戦 ●　合わせ技　　松村　颯祐　　　　　開星　（島根）

４８ｋｇ級 女 山本　れい 高知 １回戦 ●　袖釣り込み腰　　和田　君華　 　大成（愛知）

５２ｋｇ級 女 仙頭　憩 岡豊 １回戦 ●　反則勝ち　　三浦　百香　　　　　三浦学苑（神奈川）

５７ｋｇ級 女 西川　椎菜 南 ２回戦 ●　横四方固め　　中村　ゆき　　　 名張（三重）

６３ｋｇ級 女 植村　円 高知 １回戦 ●　縦四方固め　　星野　綾乃　　　平田（島根）

７０ｋｇ級 女 小崎　愛羅 岡豊 ２回戦 ●　けさ固め　　角谷　ゆきの　　　　東大阪大敬愛（大阪）

７６ｋｇ級 女 西村　東姫 宿毛工 １回戦 ●　小外掛け　　白石　麻葵佳　　 　出雲西（島根）

予選 ９組　４位　３分４２秒８９　敗者復活戦へ

敗者復活戦 １組　４位　３分４６秒２５

予選 ９組　３位　３分４２秒１２　準々決勝へ

準々決勝 ３組　５位　３分５０秒０９

予選 ７組　５位　４分３６秒０３　敗者復活戦へ

敗者復活戦 ２組　５位　４分２０秒９９

予選 １組　３位　３分４４秒８５　準々決勝へ

準々決勝 ８組　４位　４分２７秒２８　

予選 ８組　３位　５分３秒８８　準々決勝へ

準々決勝 ３組　５位　４分５７秒７８

女

学校対抗

男 高 知 商

シングルス

バドミントン9

ダブルス

男 片岡　成・弘瀬公貴 高知商

10 ソフトボール 団体
佐 川

丸 の 内

土佐女西村みらい・池本彩乃女

11 相撲

団体 男 明 徳 5位

個人

男 大塔　昴貴 明徳

男 石崎　拓馬 明徳

男 奥谷　英宗 宿毛

団体
岡 豊

岡 豊

中内　快

男 佐井　智寛 中村

男 追手前６０ｋｇ級

13 ボート

舵手つきクォドルプル 男 片岡・細木・渡辺・横山・野村 高知工

女 中野　成美・杉脇　芹香

高知工

ダブルスカル

シングルスカル

男 竹本　和輝 幡多農

女 西森　琴音 高知工

土 佐 女

高知商片岡　成男

氏　名　・　学　校

６６ｋｇ級

幡多農

男 青木　心・野本　大貴

柔道12



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

男 予選リーグ　Mブロック    
●　１－３　麗沢瑞浪（岐阜）
○　２－1　沼田（広島）　　１勝１敗　予選敗退

女 予選リーグ　Aブロック    
△　１－１　白河（福島）
○　１－０　甲府商（山梨）　　１勝１分　予選敗退　勝ち数により２位

男 東野　一気 高知 １回戦 ●　―メ　　遠藤　英晴　　　日大東北（福島）

男 平田　仁之助 明徳 ２回戦 ●　―メ　　福本　誠弥　　　簑島（和歌山）

１回戦 ○　メ―　　久原　未来　　　三重総合（大分）

２回戦 ●　―コ　　松本　泉帆　　　和歌山東（和歌山）   

２回戦 ○　コ―　　倉嶋　倫子　　　磐城（福島）

３回戦 ●　―メ　　安東　侑花　　　麗沢瑞浪（岐阜）

団体 男 １回戦 ●　１－６　　自由ケ丘学園（東京）

５０ｋｇ級 男 竹内　雄飛 東 １回戦 ●　２－６　　　　　浜本　駿　　　　    島原工（長崎）

５５ｋｇ級 男 吉門　享栄 東 ２回戦 ●　不戦敗　　　　坂井　剛光　       小倉商（福岡）　　

６０ｋｇ級 男 藤岡　卓真 東 １回戦 ●　Tフォール　　東本　拓真       　いなべ総合学園（三重）

６６ｋｇ級 男 近藤　泰伯 東 １回戦 ●　Tフォール　　小西　温也　　　 　敦賀気比（福井）

７４ｋｇ級 男 木村　海騎 東 １回戦 ●　Tフォール　　大浜　裕騎　　　　 日本文理大付（大分）

８４ｋｇ級 男 松折　進 東 １回戦 ●　フォール　　　谷崎　匠　　　　　　岐南工（岐阜）

９６ｋｇ級 男 大崎  潤 東 １回戦 ●　フォール　　　吉田　ケイワン　　花咲徳栄（埼玉）

２回戦 ○　フォール　　　熊谷　響　          大森学園（東京）

３回戦 ●　０－３　　　　　森　右秀　          星城（愛知）

予選 １４中　　決勝トーナメント進出

決勝トーナメント１回戦 ●　１２－１３　　徳島科技（徳島）

女 予選 ８中　　

予選 ３中　準決勝へ

準決勝 １中

予選 ３中　準決勝へ

準決勝 ４中　

決勝 順位なし

予選 ４中　準決勝へ

準決勝 ３中　決勝へ

決勝 順位なし

女 川上　優衣 追手前 予選 ０中

男 １回戦 ●　０－３　　静岡市立（静岡）

女 １回戦 ●　０－３　　四日市商（三重）

１回戦 ○　８－２　　田中　翔馬　　  　秋田商（秋田）

２回戦 ●　０－８　　今村　昌倫　  　　清風（大阪）

男 市川　大誠 高知 １回戦 ●　３－８　　長倉　謙伸　　　  静岡（静岡）

女 宮本　海音 高知 １回戦 ●　２－８　　坂田　玲香　　　  北陸学院（石川）

１回戦 ○　８－２　　春山　あすか　 　米子高専（鳥取）

２回戦 ●　１－８　　清水　映里　　  　山村学園（埼玉）

男 上村　洋平・岩瀬　京路 高知 １回戦 ●　３－８　　今村・小清水　　 清風（大阪）

女 宮本　海音・田所　千明 高知 １回戦 ●　３－８　　山田・門藤　　　　大聖寺（石川）

男 団体 ２７位　９３．６点

女 団体 ３７位　４８．２点

スクラッチ 男 山﨑　玲温 高知 予選 ３組　１０位

１回戦 ８組　５位　敗者復活戦へ

１回戦敗者復活戦 １組　２位　２回戦へ

２回戦 ２組　５位

ロードレース 男 埇田　直生 高知 決勝 途中棄権

ライトフライ級 男 柚村  海斗 南 １回戦 ●　TKO　　森　且貴　　　　 　茅ケ崎北陵（神奈川）

フライ級 男 中川　泰生 岡豊 １回戦 ●　判定　　牧野　皓太　　　　武生工（福井）

１回戦 ○　判定　　下井田　昇吾　　和歌山工（和歌山）

２回戦 ●　判定　　大湾　硫斗　　　 美来工科（沖縄）

ライト級 男 川村  大樹 岡豊 １回戦 ●　判定　　湯本　匠　　　　　伊勢崎工（群馬）

ライトウェルター級 男 鶴田　真広 伊野商 ２回戦 ●　TKO　　利部　喬大　　　　金足農（秋田）

ミドル級 男 有光　和史 岡豊 １回戦 ●　TKO　　吉野　拓海　　　　朝倉東（福岡）

21 ウエイトリフティング － － － － － －

予選リーグ第４プール ２勝３敗　予選トーナメントへ

予選トーナメント１回戦 ●　４－１５　　松渕　真平　　秋田北鷹（秋田）

男 平松　良規 南 予選リーグ第９プール ４敗

エペ 男 山内  宏典 南 予選リーグ第９プール ４敗　

15 レスリング

東

14 剣道

団体

東

明 徳

明 徳

16 弓道

団体
男 岡 豊

岩川　京加

馬場　歩男 土佐塾

自転車

土 佐 女

個人

男 式地　裕哉 南

女

ダブルス

女

登山

山﨑  海斗 岡豊

団体

テニス17

団体
高 知

追 手 前

追 手 前

男

19

18

22 フェンシング
フルーレ

男

20 ボクシング
バンタム級 男

山内  宏典 南

氏　名　・　学　校

１２０ｋｇ級 男 那須  薫矢

島﨑　唯衣

女

女

ケイリン 高知男 埇田　一成

土佐石津　広海

シングルス

高知

高知田所　千明

高知

高 知

高知酒井　香菜子



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

男 １回戦 ●　１－３　福井工大福井（福井）

女 １回戦 ●　０－５　松商学園（長野）

男 荘司 三史郎 明徳 １回戦 ●　０―５　藤原　大己　　東洋大牛久（茨城）

男 木下　仁成 明徳 １回戦 ●　１―４　田中　佑弥　　簑島（和歌山）

女 宮本　伊織 明徳 ２回戦 ●　０－２　片桐　春香　　帝京長岡（新潟）

女 川村　羽生 高知 ２回戦 ●　２－８　寺川　鈴乃　　九州学院（熊本）

男 荘司 三史郎 明徳 １回戦 ●　１－４　高橋　幸汰　　東北学院（宮城）

２回戦 ○　５－０　宮元　大雅　　日南学園（宮崎）

３回戦 ●　１－４　窪田　悠介　　札幌手稲（北海道）

女 井上　凜 土佐塾 １回戦 ●　０－５　平田　萌恵　　北星学園女（北海道）

女 宮本　伊織 明徳 ２回戦 ●　０－５　川本　寧々　　山口鴻城（山口）　

団体 男 予選 ４７位　１３９８点

氏原　侑大 梼原 予選 １９７位　５０５点

森野　柊 梼原 予選 ２１５位　４６２点　

森山　由希 梼原 予選 ２２４位　４３１点　

北村　輝幸 高知農 予選 ２２５位　３９３点　

河野　京弥 梼原 予選 ２２９位　３０２点

女 川村  藍里 高知農 予選 １５５位　４７７点

団体 女 予選リーグ　Jブロック    
●　１－２　千葉女（千葉）
●　０－１　宮﨑南（宮崎）　　２敗　３位

女 吉成　夏紀 南 予選リーグ第１コート　Dブロック    
●　判定 　岡田　瞳　　　　仙台育英（宮城）
○　１－０　森田　琴乃　　 浜松市立（静岡）　１勝１敗　２位

予選リーグ第２コート　Fブロック    ○　１－０　伊藤　紗希　　稲生（三重）　１勝　決勝トーナメントへ

決勝トーナメント１回戦 ●　判定 　田口　真耶　　　川辺（鹿児島）

女 吉成夏紀・山下　留奈 南 予選リーグ第１コート　Ｈブロック    
●　１－４　望月・志藤　　　甲府昭和（山梨）
●　０－５　神谷・岩元　　　三国丘（大阪）　　２敗　３位

女 岡野　萌・大仲  麻友 清水 予選リーグ第２コート　Eブロック    
●　０－５　中嶋・中嶋　　　　足羽（福井）
●　２－３　大上・久保田　　　比治山女（広島）　２敗　３位

予選 ４組　３位　４０秒１８３　　準決勝進出

準決勝 ２組　２位　４１秒８９９　　

決勝 ７位　３９秒９１０

予選 ５組　３位　２分４秒３９４　　準決勝進出

準決勝 ２組　４位　１分５２秒４７８　　

予選 ３組　６位　５１秒６６４　　準決勝進出

準決勝 １組　９位　５３秒１１６　

カナディアン
シングル(500)

男 谷　大貴 西土佐 予選 ２組　９位　２分２１秒４１１

予選 １組　６位　４３秒４３９　　　準決勝進出

準決勝 ４組　７位　４０秒６４１

予選 ５組　８位　１分５９秒８７６　　準決勝進出

準決勝 １組　４位　１分４６秒３９０

予選 ２組　７位　５３秒０９１　　　 準決勝進出

準決勝 １組　７位　５０秒１８５　　　

予選 ２組　６位　２分２４秒０４６　　準決勝進出

準決勝 ２組　８位　２分１５秒５２３

予選 ２組　１位　３６秒６３７　　準決勝進出

準決勝 ２組　３位　３７秒９７０　　決勝進出

決勝 ８位　３７秒３５２

予選 １組　４位　１分３７秒１１２　　準決勝進出

準決勝 ３組　３位　１分３７秒４００　　

予選 １組　３位　５１秒９１１　　 準決勝進出

準決勝 ３組　６位　５４秒５４２

予選 ５組　３位　２分１６秒９２３　　準決勝進出

準決勝 ２組　６位　２分１５秒３３１

予選 １組　６位　５３秒０２１　 準決勝進出

準決勝 ４組　６位　５１秒４００

予選 ３組　６位　２分２１秒９６３　　 準決勝進出

準決勝 ２組　７位　２分１４秒５６３

予選 ２組　５位　４６秒５８４　　　 準決勝進出

準決勝 １組　８位　５０秒６４５　　　 

予選 １組　７位　２分１秒２６７　準決勝進出

準決勝 ２組　７位　２分１１秒１９２

８位

７位丸の内藤目  康太男
カヤック

シングル(200)

23 空手道

個人形

氏　名　・　学　校

団体組手
明 徳

明 徳

個人組手

明徳坂本　大樹男

藤目  康太

24 アーチェリー

梼 原

個人
男

大仲  麻友25 なぎなた

清 水

演技

26 カヌー

清水

カヤックシングル(500) 男

カヤックペア(200) 男 藤目  康太・町田　良聖 丸の内

女

個人試合

丸の内

西土佐

谷　大貴

丸の内
森田　大輔・藤目  康太
川村　　和・町田　良聖

カナディアン
シングル(200)

男 西土佐

カヤックフォア(200)

男 岡上　天真・谷　大貴

男

西土佐

 カナディアンペア(500) 西土佐

カヤックフォア(500)

宮﨑　美奈代 西土佐

 カヤックシングル(200) 女

カヤックペア(500) 男 藤目  康太・町田　良聖 丸の内

 カナディアンペア(200)

男
森田　大輔・藤目  康太
川村　　和・町田　良聖

丸の内

男 岡上　天真・谷　大貴

宮﨑　美奈代

 カヤックシングル(500) 女

カヤックペア(200) 女 平野　文苗・三石　彩恵 西土佐

カヤックペア(500) 女 平野　文苗・三石　彩恵 西土佐

カヤックフォア(200) 女
北川　里砂・関　智水
垣内　優加・西岡　真奈花

丸の内

カヤックフォア(500) 女
北川　里砂・関　智水
垣内　優加・西岡　真奈花

丸の内



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

団体演武 男

安居　侑太朗・川上　朔哉
中脇　大晴・門脇　亮平
松田　康雅・井東　拓斗
北村　拓人・田中　優稀

高知工 予選 ２４６点

安居　侑太朗・川上　朔哉 高知工 予選 ５００点

門脇　亮平・松田　康雅 高知工 予選 ５０２点

女 岩村　真佑・中山　あや 高知 予選 ４８４点

男 前田　真吾 安芸 予選 ２４６点

男 中脇　大晴 高知工 予選 ２５０点

女 濱田　歩夏 高知 予選 ２４４点

１００ｍ自由形 男 丑本　知大 土佐塾 予選 １組　５位　５３秒７５

４００ｍ個人メドレー 男 本田　翔規 高知 予選 １組　４位　４分４１秒９２

５０ｍ自由形 女 小松　由佳 高知西 予選 １組　１０位　２７秒８８

４００ｍ自由形 女 上田　鈴乃 高知商 予選 １組　３位　４分３６秒３２

１００ｍ平泳ぎ 女 竹内　詩乃 高知中央 予選 １組　９位　１分１９秒０８

４００ｍリレー 女
谷　裕果・山下　水緒
仁井　帆花・下元　媛

土佐女 予選 １組　１位　４分１２秒４９

８００ｍリレー 女
谷　裕果・仁井　帆花
山下　水緒・下元　媛

土佐女 予選 １組　２位　９分１２秒３９

予選 ２位　２６５．３５点

決勝 ２位　５０２．９０点

予選 ３位　２８６．００点

決勝 ４位　４６１．４５点

ＮＯ 【冬季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

28  ラグビーフットボール 団体 男 1回戦 ●　22-26　青森北（青森）　

男 － 2時間11分27秒　40位

女 － 1時間10分33秒　19位

４位

２位女

組演武
男

単独演武

氏　名　・　学　校

28 水泳

少林寺拳法27

女

土佐女

学校名

土 佐 塾

飛板飛込

高飛込 土佐女宮本　葉月

宮本　葉月

29 駅伝 団体

高 知 農

山 田


