
ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

２００ｍ 男 　　浅利  玖朗人 幡多農 予選 １組　　４位　２１秒９５　　

４００ｍ 男 岡林  晃矢 高知農 予選 ２組　　９位　５０秒１７

走高跳 男 大西　悠太 岡豊 予選 １組　　７位　２ｍ

走高跳 男 　　福本　悠人 幡多農 予選 １組　　記録なし

走幅跳 男 井上  寿 岡豊 予選 １組　　２６位　６ｍ５３

走幅跳 男 掛水  孝哉 岡豊 予選 １組　　３２位　６ｍ１９

砲丸投げ 男 竹崎  大将 高知農 予選 １組　　１８位　１４ｍ０４

やり投げ 男 森田  耕平 高専 予選 １組　　３２位　４４ｍ６１

八種競技 男 中脇  達哉 宿毛工 最終成績 ３４位　４５５５点

１００ｍ 女 　　西原　琳 中村 予選 ８組　　８位　１２秒６０

２００ｍ 女 西原　琳 中村 予選 ６組　　６位　２５秒６６　　　　　

４００ｍ 女 荒井  清香 追手前 予選 １組　　８位　５９秒３０　　　　　

８００ｍ 女 山口  穂乃花 小津 予選 ７組　　８位　２分１８秒９６　　　　　

１５００ｍ 女 　　森本　紗和 山田 予選 ４組　　１５位　４分３８秒１１

３０００ｍ 女 　　森本　紗和 山田 予選 １組　　１７位　１０分０秒３０

３０００ｍ 女 　　西松  美樹 山田 予選 ２組　　１６位　９分４５秒８９

３０００ｍ 女 　　片岡  秀美 山田 予選 ３組　　１１位　９分４０秒３１

１００ｍH 女 　　五百蔵  美希 追手前 予選 ５組　　８位　１５秒２２

４００ｍH 女 黒岩  星紗碧 土佐女 予選 １組　　７位　１分６秒４１　　　　　

５０００ｍ競歩 女 澳本　みなみ 追手前 予選 ２組　　１１位　２６分３秒００

走高跳 女 山沖　真菜 中村 予選 １組　　記録なし

走幅跳 女 山中  映莉華 岡豊 予選 ２組　２８位　５ｍ２３

走幅跳 女 　　五百蔵  美希 追手前 予選 ２組　　記録なし

予選 １組　２位　１３ｍ８６　　決勝へ

決勝 １組　２位　１４ｍ２０　　 ２位

砲丸投げ 女 奥田  未来 宿毛 予選 ２組　３２位　１０ｍ２６

円盤投げ 女 齋藤　友里 追手前 予選 ２組　２３位　３４ｍ２１　　

やり投げ 女 杉本  知佳 岡豊 予選 ２組　３０位　３７ｍ１７

七種競技 女 黒岩  遥香 岡豊 最終成績 ２６位　２４６６点

団体 女 団体総合予選 ３６位　　１２２．３５０

男 坂本　健太 高知 個人総合予選 ２１６位　　６４．９５０

西本　朱里 高知 個人総合予選 １０６位　　４５．５５０

公文　美友 安芸 個人総合予選 １１７位　　４３．４００

山中  倫華 高知 個人総合予選 １３２位　　４２．１５０

橋詰　歩佳 学芸 個人総合予選 １９７位　　３４．７５０

近藤  理子 高知 個人総合予選 ２１７位　　２８．８００

前田　桃佳 高知 個人総合予選 ２６４位　　６．８５０

団体 女 団体総合 ３４位　　１０．８６６

個人 女 濱田　真望子 西 個人総合 ２６位　　２１．０００

男 １回戦 ●　６８－７７　　　正智深谷（埼玉）

女 1回戦 ●　３３－５６　　　安城学園（愛知）　

予選グループ戦 ○　２－０　足利工大付（栃木）

決勝トーナメント２回戦 ●　０－２　鎮西（熊本）

予選グループ戦 ●　０－２　進徳女（広島）

敗者復活戦 ○　２－０　鵬翔（宮崎）

決勝トーナメント２回戦 ●　０－２　文京学院大女（東京）

２回戦 ○　３－１　滝川二（兵庫）

３回戦 ●　１－３　瓊浦（長崎）

２回戦 ○　３－２　大野（岩手）

３回戦 ○　３－０　鳥取敬愛（鳥取）

４回戦 ●　１－３　山陽女（岡山）

１回戦 ○　３－０　松永・森田　　甲西（滋賀）

２回戦 ○　３－２　田中・芝田　　明豊（大分）

３回戦 〇　３－０　飯沼・大野　　富田（岐阜）

４回戦 〇　３－０　上條・鈴木　　松商学園（長野）

準々決勝 ○　３－０　百瀬・太田　　愛工大名電(愛知)

準決勝 ○　３－０　及川・三部　　青森山田(青森)

決勝 ●　１－３　松山・木造　　愛工大名電(愛知)

１回戦 ○　３－２　川村・丹羽　　金沢学院東（石川）

２回戦 ○　３－１　高橋・後藤　　古川学園（宮城）

３回戦 ●　１－３　井手口・原井　　福岡工（福岡）

砲丸投げ 女 齋藤　友里 追手前

ダブルス

男 春日　勝太・金　博 明徳 ２位

男 橋本　拓磨・寶金　侑作 明徳

5 卓球

団体

男 明 徳

女 明 徳 ５位

4 バレーボール 団体

男 高知商

女 中 央

西

3 バスケットボール 団体
明 徳

岡 豊

平成２７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

2

体操

高 知

個人
女

新体操



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

１回戦 ○　３－２　須田・佐藤　　鶴岡東（山形）

２回戦 ○　３－０　久家・石井　　樹徳（群馬）

３回戦 ○　３－１　朝田・中沢　　希望が丘（福岡）

４回戦 ●　１－３　船本・黒飛  　進徳女（広島）

２回戦 ○　３－０　永井・田巻　　武蔵野（東京）

３回戦 ○　３－１　土橋・森谷　　日南学園（宮崎）

４回戦 ●　２－３　橋本・塩見  　四天王寺（大阪）

男 　　三谷  悠大 高専 １回戦 ●　１－３　野涯  信吾　　近大広島高福山（広島）

男 　　春日  勝太 明徳 １回戦 ●　１－３　森戸  竣太　　日本航空（山梨）

１回戦 ○　３－１　内田  拓光　　埼玉栄（埼玉）

２回戦 ○　３－２　二木  啓太　　杜若（愛知）

３回戦 ○　３－０　李　佳睿　　 　瓊浦（長崎）　

４回戦 ●　２－３　辻  智貴　　　白子（三重）

２回戦 ○　３－０　津野  智哉　　和歌山工（和歌山）

３回戦 ○　３－１　李沛　ヤン　　日本航空（山梨）

４回戦 ○　３－２　三上  貴弘　　遊学館（石川）

５回戦 ●　０－４　松山  祐季　　愛工大名電（愛知）

女 　　上田  真実 明徳 １回戦 ●　０―３　田尻  美樹　　正智深谷（埼玉）

女 　　松沢  帆乃果 明徳 １回戦 ●　２－３　近藤  未来　　明豊（大分）

女 　　井  絢乃 明徳 ２回戦 ●　１－３　鈴木  優　　　福井高専（福井）

１回戦 ○　３－０　北川  愛　　　佐賀清和（佐賀）

２回戦 ○　３－０　橋田  菜津子　奈良女（奈良）

３回戦 ○　３－０　老松  美空　　高岡龍谷（富山）

４回戦 ○　３－０　中村  貴莉　　岩国商（山口）

５回戦 ●　０－４　平  真由香　　正智深谷（埼玉）

１回戦 〇　２－１　巻(新潟)

２回戦 ●　０－３　三重(三重)

女 １回戦 ●　０－３　大津商（滋賀）

男 　　福富　祐希・福田　裕太 高専 １回戦 ●　０－４　勝・三輪　　中京（岐阜）

男 矢野　晴也・小谷　浩輝 明徳 １回戦 ●　２－４　鈴木・永島　　静岡商（静岡）

１回戦 ○　４－２　桜井・倉松　　広島翔洋（広島）

２回戦 ●　０－４　田中・大塚　　和歌山北（和歌山）

２回戦 ○　４－１　飴田・古沢　　松江工（島根）

３回戦 ●　２－４　松井・高橋 　 大牟田（福岡

２回戦 ○　４－３　野田・横田　　大牟田（福岡）

３回戦 ●　０－４　山口・杉山　　岡山理大付（岡山）

男 西岡　拓真・上村　太萌 小津 ２回戦 ●　０－４　後藤・高倉(和)　　早実（東京）

女 入野　優芽・瀬戸　優里 土佐女 １回戦 ●　１－４　大住・小森　　岐阜総合学園（岐阜）

女 西尾　彩・山本　華鈴 幡多農 1回戦 ●　０－４　権田・十九浦　　千代田女学園（東京）

女 大塚　優海・佐竹　生和 幡多農 1回戦 ●　０－４　中川・本田　　八代東（熊本）

女 小島　菜帆・大槻　日菜子 明徳 1回戦 ●　３－４　武田・渡辺　　田村（福島）

女 中山　愛梨・川上　詩乃 南 ２回戦 ●　３－４　高宮・矢野　　相洋（神奈川）

女 井口　実優・生田　鈴乃 明徳 ２回戦 ●　１－４　大村・黒田　　太子（兵庫）

男 １回戦 ●　２１－３２　高山西（岐阜）

女 ２回戦 ●　８－５０　　大谷(京都)

１回戦 ○　２－１　国学院久我山（東京）

２回戦 ○　４－０　桐生第一（群馬）

３回戦 ●　０－２　米子北(鳥取)

１回戦 ○　３－２　勝山（福井）

２回戦 ●　０－３　比叡山（滋賀）

女 １回戦 ●　２－３　伊勢崎清明（群馬）

２回戦 ○　２－０　川口  寛祐　　九州国際大付（福岡）

３回戦 ○　２－１　武藤  響　　常総学院（茨城）

４回戦 ●　０－２　安藤  大地　　名古屋経大市邨（愛知）  

男 久保  勇也 高知商 １回戦 ●　０－２　藤本  拓也　　別府鶴見丘（大分）

女 松島  みなみ 南 １回戦 ●　０－２　小林  瑞季　　大分西（大分）

２回戦 ○　２－０　池田  真帆　　滋賀短大付（滋賀）

３回戦 ○　２－１　岡部  天　　西武台千葉（千葉）

４回戦 ○　２－１　青山  栞子　　倉敷中央（岡山）

準々決勝 ●　０－２　大家  夏稀　　金沢向陽（石川） ５位

女

高知商

8 サッカー 団体 男 明 徳

松澤　帆乃果・竹本　朋世 明徳

9 バドミントン

学校対抗
男

女 上田 麻未 中央

中央

シングルス

男 　　稻盛　晃平 高知商

ソフトテニス

団体

7 ハンドボール 団体
中 央

土 佐

6

男 下村　勇哉・中島　大樹

明 徳

上田　礼雄・石元　洸貴

幡 多 農

個人

男

明徳

男

シングルス

男 西  康洋 明徳

男

女 小脇　瑞穂

氏　名　・　学　校

5

女 三村　優果・井　絢乃 明徳

金　博 明徳

明徳

明徳

男 大石　智史・瀬戸　恒汰 高知工



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

１回戦 ○　２－０　惣土・日高　　佐土原（宮崎）

２回戦 ●　１－２　金田・堀田

男 宮﨑　大夢・川窪　豪人 南 １回戦 ●　１－２　大矢・水野　　大垣東（岐阜）

女 上田　麻未・西森　柚奈 中央 １回戦 ●　０－２　金子・志波(寿)　　佐賀女（佐賀）

女 川上　南海・久保　未奈 中央 １回戦 ●　０－２　岩下・渡瀬　　長崎女（長崎）

男 2回戦 ●　１－２　　千葉敬愛（千葉）

女 １回戦 ●　１１－１２　　文徳(熊本)

予選１回戦 ○　５－０　響（山口）

予選２回戦 ○　５－０　唐津青翔（佐賀）

予選３回戦 ○　５－０　御所実（奈良）

決勝トーナメント１回戦 ●　２－３　岐阜農林（岐阜）

予選１回戦 ○　おしだし　福島  淳平　　明野（三重）

予選２回戦 ○　おしだし　丹羽  弘宜　　市岐阜商（岐阜）

予選３回戦 〇　おしだし　里  太星　　樟南（鹿児島）

決勝トーナメント進出者決定１回戦    ●　つきだし　深井  拓斗　　金沢工（石川）

予選１回戦 〇　つきたおし　河野  龍一郎　　中津東（大分）

予選２回戦 ○　うわてなげ　井田  翔太　　箕島（和歌山）

予選３回戦 ○　おしだし　吉崎  やまと　　鹿児島実（鹿児島）

決勝トーナメント進出者決定２回戦    ●　おしだし　城山  聖羅　　金沢工（石川）

予選１回戦 ●　つきおとし　榎波  将史　　奥越明成（福井）

予選２回戦 ○　おしだし　　三田  悠雅　　黒羽（栃木）

予選３回戦 ○　おしだし　　田中  優汰　　市川（兵庫）

決勝トーナメント進出者決定２回戦    ●　おしだし　重松  龍大　　金沢工（石川）

男 １回戦 ●　２－３　福井工大福井（福井）

女 １回戦 ●　０－３　大成（愛知）

６０ｋｇ級 男 畠山  湊 高知 ２回戦 ●　優勢　　松永  昂大　　東海大仰星（大阪）　

６６ｋｇ級 男 藤田  祐輔 高知 １回戦 ●　背負い投げ　　島田  隆志朗　　足立学園（東京）  

７３ｋｇ級 男 浅川  悠晴 高知 １回戦 ●　優勢　　糸数  雄斗　　沖縄尚学（沖縄）

１回戦 〇　大内刈り　　崎山  寛至　　沖縄尚学（沖縄）

２回戦 〇　内股　佐藤  光　　本荘（秋田）

３回戦 ●　優勢　　赤尾  陸人　　高水（山口）

９０ｋｇ級 男 澤本  拓海 岡豊 １回戦 ●　体落とし　　赤坂  皐　　近江（滋賀）

１００ｋｇ級 男 伊藤  智信 高知 １回戦 ●　優勢　　高波  勁佑　　小杉（富山）

１００ｋｇ超級 男 伊与木  裕也 高知 １回戦 ●　横四方固め　　宮浦  司　　福井工大福井（福井）

４８ｋｇ級 女 大村　花 西 ２回戦 ●　肩固め　　太田  彩花　　水戸葵陵（茨城）

５２ｋｇ級 女 山本  真由 南 １回戦 ●　上四方固め　　玉置  桜　　藤村女（東京）

５７ｋｇ級 女 西田　芽唯 岡豊 １回戦 ●　優勢　　杉原  加奈　　大成（愛知）

６３ｋｇ級 女 山本　雪乃 南 ２回戦 ●　優勢　　香取  はるな　　国学院栃木（栃木）  

７０ｋｇ級 女 吉本　朝香 高知 ２回戦 ●　優勢　　坂田  愛里　　熊本西（熊本）

予選 １０組　４位　４分４秒７４　敗者復活戦へ

敗者復活戦 ３組　４位　４分２５秒６１

予選 １０組　３位　４分１５秒３６　準々決勝へ

準々決勝 ７組　４位　４分３６秒１４　

予選 １０組　４位　５分１１秒４０　敗者復活戦へ

敗者復活戦 ３組　４位　５分４８秒６９

男 予選リーグ　Gブロック    
●　０－４　島原（長崎）
〇　１－２　聖光学院（福島）　１勝１敗　予選敗退

女 予選リーグ　Aブロック    
●　０－２　草津東（滋賀）
〇　１－０　安房（千葉）　　１勝１敗　予選敗退

１回戦 ○　コ―　　小林  修也　　草津東（滋賀）

２回戦 ●　メ―メメ　　福居  義久　　水戸葵陵（茨城）

男 今西  悠太 土佐 ２回戦 ●　―コ　　安良岡  俊　　小山（栃木）

１回戦 ○　ド―　　林  穂乃花　　日吉ケ丘（京都）

２回戦 ○　メメ―　　葛生  笑里　　小山（栃木）   

３回戦 ●　―メ　　福田  安優子　　東海大四（北海道）

女 　　矢野  風花 明徳 ２回戦 ●　―メメ　　高木  夏海　　金沢桜丘（石川）

弘瀬  丈士

高知

シングルスカル

８１ｋｇ級 男 門田  直也 岡豊

兵等　日菜

団体

明 徳

高 知

男 高知

女

幡多農13 ボート

ダブルスカル 男

女 裏正　晴乃 南

14 剣道

脇坂　祐多・津野　潤 岡豊

男 澳本  幸大

12 柔道

団体
高 知

岡 豊

男 石崎  拓馬 明徳

男 石川　竜司 高知農

11 相撲

団体 男 明 徳

個人

男 中村  悠星 明徳

10 ソフトボール 団体
学 芸

丸 の 内

高知商

氏　名　・　学　校

9 バドミントン ダブルス

男 稻盛　晃平・久保　勇也



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

団体 男 １回戦 ●　１－６　　鳥栖工（佐賀）

５０ｋｇ級 男 　　藤岡  卓真 東 ２回戦 ●　Tフォール　　新垣  将吾　　北部農林（沖縄）

５５ｋｇ級 男 前田  啓吾 東 1回戦 ●　フォール　　岡迫  大誠　　霞ケ浦（茨城）

１回戦 〇　Tフォール　　太尾田  睦　　広島国際学院（広島）

２回戦 ●　Tフォール　　飯田  陽　　八千代松陰（千葉）

６６ｋｇ級 男 野間  貴也 東 １回戦 ●　Tフォール　　河村  謙信　　鳥栖工（佐賀）

７４ｋｇ級 男 近藤  泰伯 東 １回戦 ●　Tフォール　　小林  洸介　　小諸（長野）

８４ｋｇ級 男 新開  直明 土佐塾 １回戦 ●　Tフォール　　吉田  凌矢　　海洋（京都）

９６ｋｇ級 男 　　上野　雄平 東 １回戦 ●　フォール　　古川  裕貴　　韮崎工（山梨）

２回戦 ○　フォール　　寿松木  勇貴　　喜多方桐桜（福島）

３回戦 ●　Tフォール　　冨栄  雅秀　　霞ケ浦（茨城）

予選 １６中　　決勝トーナメント進出

決勝トーナメント１回戦 ●　１４－１８　　倉吉西（鳥取）

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 ●　１１－１２　豊橋商（愛知）

予選 ４中　準決勝へ

準決勝 ３中　決勝へ

決勝 ８位 ８位

予選 ４中　準決勝へ

準決勝 ２中　

予選 ３中　準決勝へ

準決勝 ４中　決勝へ

決勝 順位なし

予選 ４中　準決勝へ

準決勝 ２中　

男 １回戦 ●　０－３　　東洋大牛久（茨城）

女 １回戦 ●　０－３　　白鵬女（神奈川）

男 市川  大誠 高知 １回戦 ●　１－８　　高村  佑樹　　東京学館浦安（千葉）

男 藤田  直人 学芸 １回戦 ●　２－８　　周藤  公貴　　開星（島根）

女 前田  紗里那 土佐塾 １回戦 ●　０－８　　山門  春香　　奈良育英（奈良）

女 沈　　清河 土佐女 １回戦 ●　２－８　　柿沢  明里　　浜松西（静岡）

男 光内大智・上村洋平 高知 １回戦 ●　５－８　　割谷・松本　　磐城（福島）

女 畠山華奈・清谷那奈 高知 １回戦 ●　２－８　　坂田・中川　　北陸学院（石川）

男 団体 ４位　９７．０点 ４位

女 団体 順位なし　　参考得点　７６．７点

４ｋｍ速度競争 男 森口  和史 土佐 予選 ２組　途中棄権

ロードレース 男 徳弘　高志 東工 決勝 ９３位　２時間３５分５７秒２

フライ級 男 柚村  海斗 南 １回戦 ●　TKO　　藤田  優佑　　会津工（福島）

２回戦 〇　TKO　　青柳  正康　　佐久平総合技術（長野）

３回戦 ●　判定　　金子  虎旦　　日出（東京）

ライト級 男 中屋  力与 岡豊 １回戦 ●　判定　　今井  大樹　　新田（愛媛）

１回戦 〇　判定　　河井  巧　　関西（岡山）

２回戦 ●　判定　　細野  恭兵　　札幌工（北海道）

ウェルター級 男 小松　虎吉 岡豊 １回戦 ●　判定　　高梨  正太郎　　北海学園札幌（北海道）

21 ウエイトリフティング ５６ｋｇ級 男 岡山  清波 明徳 個人 順位、記録なし　　（スナッチ８２、ジャーク記録なし）

予選リーグ第１プール ３勝２敗　予選トーナメントへ

予選トーナメント１回戦 ●　８－１５　　根橋  大空　　箕輪進修（長野）

予選リーグ第１５プール ２勝２敗　予選トーナメントへ

予選トーナメント１回戦 ●　１１－１５　山口  美里　　鹿児島南（鹿児島）

男 山内  宏典 南 予選リーグ第５プール １勝３敗　

予選リーグ第９プール ３勝１敗　予選トーナメントへ

予選トーナメント１回戦 〇　６－５　山田  瑞樹　　柏陵（千葉）

予選トーナメント②回戦 ●　２－１５　桑田  晴香　　西大寺（岡山）

男 １回戦 ●　０－５　県岐阜商（岐阜）

女 １回戦 ●　０－５　東邦（愛知）

男 森　涼太 明徳 １回戦 ●　０―３　川島  賢人　　仙台城南（宮城） 

男 大崎  雅也 高知 １回戦 ●　０―３　房前  慶己　　東福岡（福岡）

女 宮本　生海 明徳 １回戦 ●　４－４　判定　豆塚  莉彩　　箕島（和歌山） 

女 清岡  夏好 高知 ２回戦 ●　０－３　留目  すみれ　　拓大紅陵（千葉）

男 坂本  大樹 明徳 １回戦 ●　０－５　島袋  佑哉　　コザ（沖縄） 

男 山本　大聖 明徳 ２回戦 ●　０－５　萩原  啓斗　　御殿場西（静岡） 

１回戦 〇　３－２　田中  優有　　高田（三重）

２回戦 ●　０－５　尾野  真歩　　日大鶴ケ丘（東京） 

女 久保  日和子 明徳 １回戦 ●　０－５　松森  杏菜　　能代松陽（秋田）

東

氏　名　・　学　校

６０ｋｇ級 男 小松  清朗 東

萩野  太郎 土佐塾

那須  薫矢

個人組手

個人形

南

女 田村　佳奈恵 南

エペ

23 空手道

団体組手
明 徳

明 徳

土 佐

西

20

19 自転車

22 フェンシング

フルーレ

男 山内  宏典

17 テニス ダブルス

18 登山 団体

個人

男 小松  彪 南

17 テニス

団体
高 知

高 知

シングルス

女 南

女 岩村  杏弥 宿毛工

女 津田  舞香 追手前

男

１２０ｋｇ級 男

16 弓道

団体

男 南

15 レスリング

東

ボクシング

バンタム級 男 山崎  海斗 岡豊

ライトウェルター級 男 丸石　迅也 岡豊

女 田村　佳奈恵 南

女 高知宮本  伊織



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

団体 男 予選 ４５位　１４０３

森山  由希 梼原 予選 １７６位　５２２点

芳之内　奨 高知農 予選 １８７位　５１４点　

木村　圭吾 梼原 予選 ２１０位　４６５点　

河野  京弥 梼原 予選 ２１９位　４１６点　

西海　航輝 梼原 予選 ２２７位　１８７点

女 川村  藍里 高知農 予選 １７３位　４５９点

団体 女 予選リーグ　Eブロック    
●　１－２　大垣商（岐阜）
●　０－２　会津若松ザベリオ学園（福島）　　２敗　３位

女 冨永  真布 南 予選リーグ第１コート　Kブロック    
●　０－２　春山  りんか　　熊本西（熊本）
●　０－２　佐藤  里咲　　会津若松ザベリオ学園（福島）　２敗　３位

女 大仲  麻友 清水 予選リーグ第１コート　Oブロック    
○　２－０　高沢  永愛　　創造学園（長野）
●　判定 　小野  藍佳　　甲府昭和（山梨）)　１勝１敗　２位

女 吉成夏紀・冨永真布 南 予選リーグ第１コート　Cブロック    
●　０－５　玉那覇・瀬長　　知念（沖縄）
○　５－０　寺門・小泉　　太田二（茨城）　　１勝１敗　２位

女 高橋美樹・川村華江奈 南 予選リーグ第２コート　Eブロック    
●　０－５　川野・清水　　大分西（大分）
●　１－４　小野・加賀美　甲府昭和（山梨）　２敗　３位

予選 ６組　５位　４５秒１１７　　準決勝進出

準決勝 ２組　８位　４７秒４６５　　

予選 ２組　６位　２分１秒６２２　　準決勝進出

準決勝 ２組　９位　２分２秒０５０　　

予選 ５組　４位　５０秒９７５　　準決勝進出

準決勝 ３組　５位　５１秒３７３　

予選 ４組　７位　２分１９秒６２５　　準決勝進出

準決勝 ２組　５位　２分１７秒０１５

予選 ３組　８位　４４秒７４３　　　準決勝進出

準決勝 ４組　６位　４１秒１８９　　準決勝進出　　　 

予選 ３組　４位　２分６秒９０９　　準決勝進出

準決勝 １組　７位　１分５６秒４２８

予選 ３組　８位　５０秒２２１　　　 準決勝進出

準決勝 ４組　６位　４８秒３４９　　　

予選 ４組　４位　２分２７秒８８３　　準決勝進出

準決勝 １組　５位　２分８秒８００

予選 １組　４位　３９秒６７１　　準決勝進出

準決勝 ４組　５位　３９秒１１３　　

予選 ２組　４位　１分４６秒９２８　　準決勝進出

準決勝 ２組　６位　１分４６秒２１０　　

予選 １組　５位　４７秒２８５　　 準決勝進出

準決勝 １組　６位　４８秒５１２

予選 １組　８位　２分８秒０５２　　準決勝進出

準決勝 １組　８位　２分５秒７４２

予選 ２組　５位　５４秒６９３　　 準決勝進出

準決勝 ２組　８位　５９秒６３３

予選 ３組　２位　２分２５秒３１０　　準決勝進出

準決勝 ４組　７位　２分２５秒５６０

予選 ５組　５位　５２秒３５３　 準決勝進出

準決勝 ３組　８位　５１秒９９８

予選 ５組　７位　２分３６秒０８５　　 準決勝進出

準決勝 ３組　５位　２分１９秒０８５

予選 ２組　６位　５０秒４３１　　　 準決勝進出

準決勝 １組　９位　５４秒８２５　　　 

予選 ３組　５位　２分１０秒８６９　準決勝進出

準決勝 ３組　７位　２分１４秒９７９

和田　翔太・中脇　大晴 高知工 予選 ４７３点

安居　侑太朗・川上　朔哉 高知工 予選 ４８９点

女 濱田　歩夏・中山　あや 高知 予選 ４７２点

男 前田　真吾 安芸 予選 ２４９点

男 松田　赳明 山田 予選 ２４７点

女 濱﨑　美宏 西土佐 予選 ２４６点

女 岩村　真佑 高知 予選 ２３９点

組演武

宮﨑美奈代・三石　彩恵
麻田　茉奈・平野　文苗

西土佐

宮﨑美奈代・三石　彩恵
麻田　茉奈・平野　文苗

西土佐

男

単独演技

27 少林寺拳法

カヤックフォア(200) 女

カヤックフォア(500) 女

26

カヤックフォア(200)

 カヤックシングル(500) 女 西村  明咲 須崎

カヤックペア(500) 女 西村  明咲・吉岡あすか 須崎

カナディアンフォア(500) 男
羽飼　瑞貴・宮田　光輝
野村　渓心・東野　宏哉

海洋

 カヤックシングル(200) 女 西村  明咲 須崎

 カナディアンペア(500) 男 羽飼  瑞貴・宮田　光輝 海洋

カナディアンフォア(200) 男
羽飼　瑞貴・宮田　光輝
野村　渓心・東野　宏哉

海洋

 カナディアンペア(200) 男 羽飼  瑞貴・宮田　光輝 海洋

カヤックペア(500) 男 髙木　大誠・藤目  康太 丸の内

丸の内

カナディアン
シングル(500)

男 羽飼  瑞貴 海洋

25 なぎなた

南

個人試合

演技

カヌー

カナディアン
シングル(200)

男 羽飼  瑞貴

男

氏　名　・　学　校

谷本　容堂・野浪　悠馬
松岡幸士郎・石本　天真

西土佐

 カヤックシングル(200) 男 藤目  康太 丸の内

カヤックシングル(500)

24 アーチェリー

梼 原

個人
男

藤目  康太 丸の内

カヤックペア(200) 女 西村  明咲・吉岡あすか 須崎

海洋

カヤックペア(200) 男 髙木　大誠・藤目  康太

男
谷本　容堂・野浪　悠馬
松岡幸士郎・石本　天真

西土佐

カヤックフォア(200) 男



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

１００ｍバタフライ 男 深原  大誠 中村 予選 ４組　８位　５６秒４７

４００ｍ個人メドレー 男 檮原  一輝 土佐 予選 １組　８位　４分４６秒５５

５０ｍ自由形 女 西川　雅世 追手前 予選 １組　５位　２８秒００

１００ｍ自由形 女 小松　由佳 西 予選 １組　２位　１分０秒９３

２００ｍ自由形 女 小松　由佳 西 予選 １組　８位　２分１４秒４０

１００ｍ背泳ぎ 女 西川　雅世 追手前 予選 ２組　１０位　１分６秒０２

１００ｍ平泳ぎ 女 竹内  詩乃 中央 予選 １組　６位　１分１８秒１９

２００ｍ平泳ぎ 女 竹内  詩乃 中央 予選 １組　５位　２分４４秒７７

４００ｍ個人メドレー 女 仁井  帆花 土佐女 予選 １組　１位　５分１４秒５３

飛び込み学校対抗 女 総合成績 ５位　４点 ５位

予選 ４位　　２５４．９０　　　 決勝進出

決勝 ５位　　４０６．００　

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 ●　１２－４４　明和県央高校

男 ２時間１２分５６秒　５５位

女 １時間９分１６秒　７位 ７位

氏　名　・　学　校

５位

高 知 商

学校名

土 佐 塾

29 駅伝 団体
高 知 工

山 田

高飛込 女 森澤　育美 高知商

28 水泳


