
平成29年度高知県高等学校体育大会　2017/06-10-11　会場：黒潮アリーナ
【競泳】
男子成績一覧
   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 深原 中澤 渋谷 山本 光森 島内 川田　史也 中澤　昂希

50m 中村 高知工業 高知商業 宿毛工業 高知 高知南 宿毛 高知追手前

決勝 24.56 25.57 25.76 26.07 26.29 26.56 26.79 26.8

自由形 丑本 矢野 坂本 堀野 高橋 島内 川田　史也 山本　琉偉

100m 土佐塾 高知学芸 高知学芸 中村 土佐 高知南 宿毛 宿毛工業
決勝 53.1 54.51 55.44 56.68 57.85 58.22 58.71 59.14

(高校新)
自由形 丑本 矢野 坂本 筒井 江口 中西 宗石　永遠 谷口真之輔

200m 土佐塾 高知学芸 高知学芸 高知工業 土佐 土佐塾 高知工業 中村
決勝 01:57.0 01:58.2 02:02.5 02:04.6 02:09.3 02:10.9 02:11.0 02:11.3

(大会新) (大会新)
自由形 櫛田 筒井 宗石 前田 美濃 竹内 江口穣太郎 中田　竜聖

400m 高知商業 高知工業 高知工業 高知農業 高知中央 高知南 土佐 高知中央
決勝 04:24.7 04:25.1 04:28.4 04:32.9 04:38.9 04:43.9 04:51.0 04:53.7

自由形 櫛田 高橋 前田 吉道 弘田 吉村 岡村　祐哉

1500m 高知商業 土佐 高知農業 土佐 土佐塾 土佐塾 高知南
タイム決勝 17:24.3 17:43.2 18:12.4 19:25.8 19:35.4 20:40.3 21:28.8

背泳ぎ 山﨑 土居 田村 山西 廣瀬 坂東 小川　祐平 住本　友輝

100m 宿毛工業 高知 高知南 土佐 丸の内 佐川 土佐塾 土佐塾
決勝 01:03.5 01:04.5 01:05.3 01:06.2 01:07.3 01:08.6 01:09.1 01:11.0

背泳ぎ 土居 山西 山﨑 田村 廣瀬 坂東 森　　奎人 住本　友輝

200m 高知 土佐 宿毛工業 高知南 丸の内 佐川 土佐 土佐塾
決勝 02:20.4 02:20.6 02:22.0 02:24.9 02:29.0 02:29.4 02:32.8 02:35.7

平泳ぎ 川村 松岡 松岡 川田 井上 武政 池川　　生 土居　拓矢

100m 高知追手前 土佐 高知 中村 高知商業 土佐塾 高知追手前 土佐
決勝 01:06.7 01:07.8 01:09.7 01:11.4 01:13.9 01:14.9 01:15.0 01:15.2

平泳ぎ 川村 西山 松岡 松岡 東富 川田 武政　勇輝 土居　拓矢

200m 高知追手前 高知 土佐 高知 高知学芸 中村 土佐塾 土佐
決勝 02:24.6 02:25.5 02:28.2 02:32.4 02:38.0 02:43.3 02:45.5 02:49.6

バタフライ 深原 中澤 渋谷 中西 中澤 東内 北村　　彪 川村　昂也

100m 中村 高知工業 高知商業 土佐塾 高知追手前 土佐 高知学芸 高知
決勝 56.06 01:00.7 01:01.3 01:03.9 01:03.9 01:04.0 01:07.7 01:09.4

バタフライ 東内 竹村 川村 武市 坂本
200m 土佐 土佐 高知 高知中央 土佐塾
決勝 02:40.3 02:44.1 02:51.4 03:08.3 03:09.8

個人メドレー 本田 西山 東富 尾原 松本 山下 米津　伸治 野口　　仁
200m 高知 高知 高知学芸 土佐 中村 土佐塾 高知追手前 土佐塾
決勝 02:11.2 02:13.2 02:24.3 02:31.4 02:36.8 02:38.3 02:39.4 02:39.9

個人メドレー 本田 李 秋田 武内 楠
400m 高知 高知商業 土佐塾 土佐 土佐塾
決勝 04:46.8 05:26.0 05:54.7 06:14.6 06:26.3

リレー 高知高 中村高 高知学芸 土佐塾高 高知商業高 高知工業 高知南高 高知中央
400m 
タイム決勝 03:47.7 03:50.8 03:51.9 03:52.9 03:54.2 03:54.3 04:07.9 04:22.3



(大会新) (大会新)
リレー 高知高 土佐高 高知学芸 土佐塾高 高知商業高 高知追手前高 高知中央
800m 
タイム決勝 08:24.9 08:36.8 08:36.9 08:38.0 08:52.8 09:15.2 09:59.1

メドレーリレー 高知高 土佐高 高知学芸 中村高 土佐塾高 高知商業高 高知工業 高知南高
400m 
タイム決勝 04:05.7 04:12.0 04:19.3 04:20.9 04:22.6 04:26.0 04:27.7 04:32.1



平成29年度高知県高等学校体育大会　2017/06-10-11　会場：黒潮アリーナ
【競泳】
女子成績一覧
   1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
自由形 角岡 山脇 門田 森 山本 矢野 下元 楠瀬
50m 土佐塾 土佐女子 高知西 中村 宿毛 土佐女子 土佐女子 高知追手前

決勝 28.26 29.18 29.55 30.11 30.33 30.61 31.07 31.72

自由形 角岡 山下 安達 横田 山本 森 鍋島 武田
100m 土佐塾 土佐女子 土佐女子 高知西 宿毛 中村 土佐女子 高知
決勝 01:01.4 01:01.9 01:03.8 01:06.3 01:07.6 01:07.8 01:08.9 01:12.5

自由形 谷 山下 安達 西川 市原 公文 武田 平地
200m 土佐女子 土佐女子 土佐女子 高知中央 春野 土佐塾 高知 高知東
決勝 02:11.8 02:15.7 02:21.4 02:24.7 02:38.7 02:42.5 02:45.9 02:48.2

自由形 上田 谷 西山 西川 楠瀬 平地 濱内 西森
400m 高知商業 土佐女子 高知商業 高知中央 高知追手前 高知東 土佐 土佐塾
決勝 04:32.1 04:43.2 04:56.2 05:01.5 05:17.3 05:57.4 06:02.0 06:04.9

自由形 上田 西山 富岡 濱内 西森 望月
800m 高知商業 高知商業 土佐女子 土佐 土佐塾 土佐女子
タイム決勝 09:25.3 10:15.4 10:39.4 12:23.1 12:37.1 13:57.9

(大会新)
背泳ぎ 竹内 門田 下元 新谷 公文 井上 山下 岩上
100m 中村 高知西 土佐女子 宿毛工業 土佐塾 高知 高知商業 春野
決勝 01:10.3 01:10.5 01:16.7 01:21.7 01:24.3 01:24.5 01:25.2 01:38.0

背泳ぎ 竹内 伊藤 新谷
200m 中村 高知西 宿毛工業
決勝 02:30.7 02:51.2 02:55.9

平泳ぎ 上岡 竹内 首藤 仁井 島﨑 仁井 久保田 中村
100m 宿毛工業 高知中央 高知 土佐女子 土佐塾 土佐女子 中村 土佐
決勝 01:16.2 01:17.6 01:17.8 01:18.3 01:21.5 01:24.3 01:28.9 01:32.5

平泳ぎ 竹内 上岡 仁井 首藤 島﨑 松田 仁井 久保田
200m 高知中央 宿毛工業 土佐女子 高知 土佐塾 土佐女子 土佐女子 中村
決勝 02:45.5 02:46.4 02:47.4 02:47.8 02:54.4 02:57.5 03:00.3 03:11.2

バタフライ 大塚 山脇 伊藤 横田 市原 與名
100m 土佐 土佐女子 高知西 高知西 春野 土佐
決勝 01:08.3 01:09.8 01:13.8 01:18.4 01:21.5 01:34.0

バタフライ 大塚
200m 土佐
決勝 02:35.4

個人メドレー 松木 谷脇 奥田 松田 矢野 富岡 市原 植田
200m 高知商業 土佐 高知追手前 土佐女子 土佐女子 土佐女子 春野 高知
決勝 02:23.9 02:27.6 02:29.6 02:36.4 02:36.9 02:43.6 02:55.3 02:55.8

(大会新)
個人メドレー 松木 谷脇 奥田 鍋島 久保
400m 高知商業 土佐 高知追手前 土佐女子 土佐女子
決勝 05:03.6 05:10.9 05:15.3 05:46.9 06:17.9

リレー 土佐女子高 高知商業高 土佐高 高知高 中村高 土佐塾高 高知西
400m 
タイム決勝 04:14.5 04:27.7 04:39.8 04:41.3 04:43.5 04:48.0 04:58.8



メドレーリレー 土佐女子高 高知商業高 土佐高 土佐塾高 高知高 中村高
400m 
タイム決勝 04:47.5 05:01.0 05:02.9 05:08.5 05:20.6 05:25.3



平成29年度高知県高等学校体育大会　2017/06-04　会場：春野水泳場
【飛込】
女子成績一覧

高飛込決勝
順位 氏名 所属名 LIMI FREE 合計得点
1位 宮本 土佐女 175.95 220.30 396.25
2位 立野 高知工 155.05 214.00 369.05

3ｍ飛板飛込決勝
順位 氏名 所属名 LIMI FREE 合計得点
1位 宮本 土佐女 235.80 301.80 537.60
2位 立野 高知工 194.90 195.10 390.00


