
1

2

3

性

女

女

男

性

男

男

女

女

男

男

女

女

女

女

上位成績数
団体 男子　１競技　１種目　　女子　２競技　２種目

個人 男子　３競技　４名　　女子　４競技　６名

水泳
飛込（高飛込）

宮本　葉月 土佐女子高等学校 ２位

レスリング
女子４６ｋｇ級

櫻井　つぐみ 高知南高等学校 5位

レスリング
女子６０㎏級

小玉　彩天奈 高知東高等学校 ２位

水泳
飛込（飛板飛込）

宮本　葉月 土佐女子高等学校 ７位

柔道
男子９０㎏ 級

澤本　拓海 岡豊高等学校 ８位

レスリング
男子５０㎏級

清岡　幸大郎 高知南高等学校 ３位

陸上
女子５０００ｍ競歩

浅野　成美 山田高等学校 ２位

卓球
女子ダブルス

井　絢乃・三村　優果 明徳義塾高等学校 優勝

陸上
男子４００ｍ

淺利　玖朗人 幡多農業高等学校 ４位

陸上
男子５０００ｍ競歩

野村　成希 岡豊高等学校 ８位

卓球 明徳義塾高等学校 5位

個人

競技名 氏名 学校名 競技成績

弓道 岡豊高等学校 優勝

卓球 明徳義塾高等学校 2位

総合開会式  ソフトボール（女）

選手　10名　　役員　５名　　　計　１５名

競技成績上位

団体

競技名 学校名 競技成績

平成２９年度　全国高等学校総合体育大会高知県上位成績一覧

参加選手 男子　２５１名 女子　１８４名 計　４３５名



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

２００ｍ 男 淺利　玖朗人 幡多農 予選 ６組　６位　２１秒７９

男 中島　澪哉 安芸 予選 ２組　６位　５０秒０３

男 平田　悠一郎 土佐 予選 ４組　７位　４９秒８４

予選 ８組　３位　４８秒１４

準決勝 ３組　２位　４７秒５５

決勝 ４位　４７秒８９

５０００ｍ 男 淵田　凌一 高知農 予選 ３組　１９位　１５分２８秒６０

４×１００ｍリレー 男 橋本　中澤　南部　上村 高知農 予選 ７組　９位　４２秒２１

男 三谷　道中　西村　唐岩 土佐塾 予選 ５組　９位　３分２４秒１９

男 平田　武政　阿久津　宮地 土佐 予選 ７組　７位　３分２０秒８４

予選 ２組　５位　２１分２４秒５８

決勝 ８位　２１分１４秒１３

男 兼松　圭悟 幡多農 予選 １組　記録なし

男 三好　尚樹 中村 予選 ２組　記録なし

男 河野　凛 岡豊 予選 １組　３１位　６ｍ４４

男 政岡　智也 土佐塾 予選 ２組　１６位　６ｍ８５

棒高跳び 男 平田　彪斗 岡豊 予選 ２組　記録なし

やり投げ 男 森田　一慶 高知農 予選 ２組　１７位　５８ｍ２２

ハンマー投げ 男 矢野　暁 南 予選 ２組　１８位　５１ｍ５９

砲丸投げ 男 竹﨑　大将 高知農 予選 ２組　９位　１４ｍ９８

４００ｍ 女 黒岩　星紗碧 土佐女 予選 ４組　５位　５８秒４１

３０００ｍ 女 野村　菜々美 山田 予選 １組　１５位　９分４２秒７５

女 森田　柚奈 土佐女 予選 ２組　８位　１分５秒０４

女 池田　佳菜子 土佐女 予選 ３組　７位　１分４秒５０

予選 ８組　３位　１分１秒６１

準決勝 ２組　５位　１分１秒６１

４×４００ｍリレー 女 森田　山﨑　池田　黒岩 土佐女 予選 ７組　４位　３分５４秒３８

女 山岡　百花 岡豊 予選 ２組　１１位　２５分１２秒９４

予選 １組　　１位　２３分３０秒３６

決勝 ２位　２２分２８秒３５　県高校新

走高跳 女 武山　玲奈 大方 予選 １組　記録なし

三段跳び 女 岸野　美雨 高知農 予選 ２組　記録なし

女 石村　真祐子 高知工 予選 １組　２８位　３８ｍ２７

女 山本　玲奈 中村 予選 ２組　３０位　３５ｍ０６

円盤投げ 女 種田　楓子 追手前 予選 ２組　１５位　３６ｍ８７

女 北岡　沙耶香 高知農 予選 ２組　２２位　１１ｍ５４

女 種田　楓子 追手前 予選 ２組　３３位　１０ｍ３０

男 団体総合予選 ４２位　　１７７．３００

女 団体総合予選 ３９位　　１１２．７００

五十嵐　克己 東工 個人総合予選 １５１位　　６８．２５０

岡村　太洋 高知 個人総合予選 ２３４位　　６０．１００

山本　蒼汰 高知 個人総合予選 ２３５位　　６０．０５０

猪野　笙之介 高知 個人総合予選 ２４１位　　５７．１５０

川村　友也 山田 個人総合予選 ２６５位　　２２．８５０

山中　倫華 高知 個人総合予選 １６７位　　４１．５５０

秋山　真凜 高知 個人総合予選 ２１３位　　３６．５００

安藝　明利 高知 個人総合予選 ２２９位　　３４．９５０

小松　陽香 安芸 個人総合予選 ２３１位　　３４．６５０

村上　遥菜 高知 個人総合予選 ２３１位　　３４．６５０

和田　唯那 高知 個人総合予選 棄権

団体 女 団体総合 ４０位　　９．５００

個人 女 石元　あゆ 西 個人総合 ４３位　　１６．２００

１回戦 ○　６４－６３　　国学院久我山（東京）

２回戦 ○　５４ー４４　　豊浦（山口）

３回戦 ●　６４－７３　　広島皆実（広島）

女 1回戦 ●　４４－６６　　昭和学院（千葉）

予選グループ戦 ●　０－２　　北海道科学大高（北海道）

敗者復活戦 ●　１－２　　一関修紅（岩手）

予選グループ戦 ●　０－２　　神戸野田（兵庫）

敗者復活戦 ○　２－１　　誠信（愛知）

決勝トーナメント１回戦 ○　２－０　　岩美（鳥取）

決勝トーナメント２回戦 ●　０－２　　古川学園（宮城）

２位

やり投げ

南

砲丸投げ

高 知

男

新体操

男 高 知

平成２９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

４００ｍ

女

団体4 バレーボール

５０００ｍ競歩 野村　成希

走高跳

走幅跳

女

土佐女

幡多農淺利　玖朗人男

岡豊男

４位

８位

４００ｍH

女

女 浅野　成美 山田
５０００ｍ競歩

４×４００ｍリレー

黒岩　星紗碧

3 バスケットボール 団体

岡 豊

2

体操

高 知

個人

中 央

中 央男

団体



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

２回戦 ○　３－０　高田（三重）

３回戦 ○　３－０　北科大（北海道）

４回戦 ●　０－３　野田学園（山口）

２回戦 ○　３－０　駒大苫小牧（北海道）

３回戦 ○　３－１　明豊（大分）

４回戦 ○　３－０　武蔵野（東京）

準決勝 ○　３－０　愛み大瑞穂（愛知）

決勝 ●　１－３　四天王寺（大阪）

男 西　康洋・佐藤　弘毅 明徳 ２回戦 ●　２－３　間藤・井上　　富田（岐阜）

１回戦 ○　３－１　石脇・喜多　　大阪桐蔭（大阪）

２回戦 ●　１－３　佐藤・柴田　　秋田商業（秋田）

１回戦 ○　３－０　佐久川・金城　普天間（沖縄）

２回戦 ○　３－０　小林・米満　　木更津総合（千葉）

３回戦 ○　３－０　竹田・廣岡　　愛み大瑞穂（愛知）

４回戦 ●　１－３　梅村・塩見　　四天王寺（大阪）

２回戦 ○　３－０　信田・庄　　　富田（岐阜）

３回戦 ○　３－１　田尻・麻　　　正智深谷（埼玉）

４回戦 ○　３－１　青木・吉田　　福井商業（福井）

５回戦 ○　３－０　板花・大島　　愛み大瑞穂（愛知）

準決勝 ○　３－１　森本・白神　　白子（三重）

決勝 ○　３－１　笹尾・杉本　　横浜隼人（神奈川）

２回戦 ○　３－０　佐藤　聖馬　　湘南工大附（神奈川）

３回戦 ○　３－１　熊本　竜己　　日南学園（宮崎）

４回戦 ●　２－３　西村　星哉　　浜松修学舎（静岡）

男 内田　智也 明徳 ２回戦 ●　０－３　廣田　竜大　　啓新（福井）

１回戦 ○　３－２　清野　晃大　　遊学館（石川）

２回戦 ○　３－１　月舘　駿介　　日大豊山（東京）

３回戦 ○　３－１　亀田　智士　　奈良学園（奈良）

４回戦 ●　０－３　竹内　佑　　　　東山（京都）

２回戦 ○　３－１　飯村　直哉　　帝京安積（福島）

３回戦 ●　２－３　刘　念　　　　　日南学園（宮崎）

２回戦 ○　３－０　佐々木　美玲　　聖和学園（宮城）

３回戦 ○　３－１　柴田　理彩　　希望が丘（福岡）

４回戦 ○　３－０　柳内　碧　　　　育英（兵庫）

５回戦 ●　０－３　岡埼　日和　　　川口総合（埼玉）

２回戦 ○　３－１　工藤　向日葵　　横浜隼人（神奈川）

３回戦 ○　３－０　藤原　真由　　　奈良女子（奈良）

４回戦 ○　３－２　木村　光歩　　　山陽女子（岡山）

５回戦 ●　２－３　岩越　帆香　　　希望が丘（福岡）

１回戦 ○　３－０　中村　さくら　　　龍谷大平安（京都）

２回戦 ○　３－２　岡野　莉奈　　　松商学園（長野）

３回戦 ●　０－３　黒野　葵衣　　　武蔵野（東京）

２回戦 ○　３－０　嶋津　葵　　　　　武蔵野（東京）

３回戦 ○　３－０　川崎　茉惟　　　　聖和学園（宮城）

４回戦 ●　０－３　野村　萌　　　　　愛み大瑞穂（愛知）

１回戦 ○　３－０　富山工(富山)

２回戦 ●　０－３　上宮（大阪）

女 １回戦 ●　１－２　東洋大牛久（茨城）

男 松岡　峻也・佐竹　優人 宿毛工 １回戦 ●　２－４　高橋・武田　　帯広三条（北海道）

男 田島　一真・中井　啓翔 明徳 １回戦 ●　２－４　下田・桜井　　高崎建工福祉大高崎（群馬）

男 大﨑　圭也 ・南部　優斗 明徳 ２回戦 ●　１－４　平河・鈴木　　豊川（愛知）

男 小松　正芳・石元　汰門 明徳 ２回戦 ●　１－４　平林・中坂　　木更津総合（千葉）

男 山本　泰雅・濵﨑　蓮 明徳 ２回戦 ●　０－４　高野・高橋　　宇都宮短大付（栃木）

１回戦 ○　４－２　亀井・宇城　　 鹿児島（鹿児島）

２回戦 ○　４－０　小出・西　　　  三重（三重）

３回戦 ○　４－１　矢野・石井　　 相洋（神奈川）

４回戦 ●　１－４　花岡・増田　　 高田商（奈良）

女 長者　瑠佳・岩村　芹菜 幡多農 １回戦 ●　０－４　　宝示・楠　　　 甲斐清和（山梨）

女 有澤　実杏・武政　稀咲 岡豊 1回戦 ●　1－４　　西村・武藤　　京都光華（京都）

女 大久保　雪乃・坂口　愛里 幡多農 1回戦 ●　２－４　　小野・神　　　 明豊（大分）

女 岡田　あさひ・山本　智昌 小津 ２回戦 ●　０－４　　岡野・岡野　　広島翔洋（広島）

女 宮本　惇美・岡本　侑華 明徳 ２回戦 ●　０－４　　川緑・川緑　　高岡商（富山）

1回戦 ○　４－０　　河野・近重　　浜田（島根）

２回戦 ●　２－４　　高橋・原口　　千葉聖心（千葉）

男 １回戦 ●　２０－３１　　四日市工（三重）

女 １回戦 ●　１０－２９　　浦添（沖縄）

8 サッカー 団体 男 １回戦 ●　０－５　　東福岡（福岡）

５位

5位

女 里川　奈優

明 徳

明徳

明 徳

明 徳

明徳井　絢乃・三村　優果

女 船場　清華 明徳

女

男

明徳

明徳

ダブルス

優勝

男

5 卓球

団体

２位

シングルス

男

女 明 徳

西　康洋 明徳

男

女 永目　真唯・二宮　里奈 明徳

男 岩本　拓海・神野　翔太 明徳

氏　名　・　学　校

男 佐藤　弘毅 明徳

女 井　絢乃 明徳

今永　隼人

女 加藤　亜実 明徳

ソフトテニス

団体

明 徳

個人

男

7 ハンドボール 団体
中 央

東

明徳井口　実優・細川　蒔緒

6
下村　勇哉・小池　平大

女



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

男 １回戦 ●　２－３　　鳥取敬愛（鳥取）

１回戦 ○　３－２　　甲斐清和（山梨）

２回戦 ●　０－３　　園田学園（兵庫）

１回戦 〇　２－１　　近藤　　山本学園（山形）

２回戦 ●　０－２　　小本　　八代東（熊本）

１回戦 〇　２－０　　土居　　富士見（静岡）

２回戦 ●　１－２　　村本　　瓊浦（長崎）

女 岩本　ひより 高知西 ２回戦 ●　０－２　　上杉　　埼玉栄（埼玉）

女 小松　ゆい 土佐女 １回戦 ●　０－２　　溝口　　法政二（神奈川）

１回戦 ○　２－０　　渡邉・佐藤　　秋田工（秋田）

２回戦 ●　１－２　　小本・福嶋　　八代東（熊本）

男 井上　元・中村　真太郎 学芸 １回戦 ●　０－２　　相澤・中村　　西武台千葉（千葉）

女 小松　ゆい・森　朱香 土佐女 １回戦 ●　０－２　　村上・安岡　　四天王寺（大阪）

１回戦 ○　２－０　　鬼束・杉本　　加藤学園（静岡）

２回戦 ●　０－２　　森・石村　　　 青森山田（青森）

１回戦 ○　１－０　　御調（広島）

２回戦 ○　４－２　　箕島（和歌山）

３回戦 ●　３－５　　徳島科技（徳島）

１回戦 ○　３－２　　大分西（大分）

２回戦 ●　０－７　　花巻東（岩手）

予選１回戦 ○　４－１　　東洋大牛久（茨城）

予選２回戦 ○　４－１　　鳥羽（京都）

予選３回戦 ○　５－０　　高千穂（宮崎）

決勝トーナメント１回戦 ●　１－４　　新潟海洋（新潟）

予選１回戦 ○　よりきり　　　　古庄　海人　　　諫早農（長崎）

予選２回戦 ○　おくりだし　　　近藤　俊一郎　津島（愛媛）

予選３回戦 ○　つきだし　　    久保　司　　　　　響（山口）

決勝トーナメント進出者決定２回戦    ○　よりきり　　     住木　厳太　　野村（愛媛）

決勝トーナメント１回戦 〇　よりたおし　    城間　瑠正　　中部農林（沖縄）

決勝トーナメント２回戦 ●　うわてだしなげ　アマルサナー　　鳥取城北（鳥取）

予選１回戦 ○　おしだし　　 　  田畑　喜規　　　金沢工（石川）

予選２回戦 ●　よりきり　　　　  川副　圭太　　　文徳（熊本）

予選３回戦 〇　よりきり　　　　  中原　弘晶　　　板野（徳島）

決勝トーナメント進出者決定１回戦    ●　おしだし　　　　  磯　晃城　　樟南（鹿児島）

予選１回戦 〇　ひきおとし　 　  水上　竹善　　　　木曽青峰（長野）

予選２回戦 ○　したてなげ　　   チョイジルスレン　旭丘（神奈川）

予選３回戦 ○　うわてなげ　　   崎山　喜一　　　　北部農林（沖縄）

決勝トーナメント進出者決定2回戦 ●　よりきり　　　　  草野　直哉　　文徳（熊本）

男 １回戦 ●　０－４　近大付（大阪）

女 １回戦 ●　０－２　比叡山（滋賀）

１回戦 〇　片手絞め　　　池崎　晴登　　長崎日大（長崎）

２回戦 ●　優勢　　　　　　福田　大語　　比叡山（滋賀）

１回戦 〇　優勢　　　　　　本松　要　　柳ヶ浦（大分）

２回戦 ●　優勢　　　　　　小田　竜誠　　倉吉北（鳥取）

７３ｋｇ級 男 斉藤　拓大 岡豊 １回戦 ●　背負い投げ　　狩野　怜太　　常盤（群馬）

８１ｋｇ級 男 松岡　慎大 岡豊 １回戦 ●　大腰　　　　　　菅野　浩輝　　四日市中央工（三重）

１回戦 〇　支え釣り込み足　　吉村　太一　　東海大仰星（大阪）

２回戦 〇　優勢　　　　　　小和瀬　竜司　　武蔵越生（埼玉）

３回戦 〇　小外掛け　　　近藤　光　　豊栄（新潟）

準々決勝 ●　優勢　　　　　　西岡　大起　　比叡山（滋賀）

１００ｋｇ級 男 北村　昴之祐 高知 １回戦 ●　内股透かし　　山田　駿汰　　佐賀工（佐賀）

１００ｋｇ超級 男 笠原　海心 岡豊 １回戦 ●　大内刈り　　　大淵　泰志郎　　木更津総合（千葉）

１回戦 〇　横四方固め　　安藤　成海　　日大東北（福島）

２回戦 ●　一本背負い投げ　　野中　里奈　　常盤（群馬）

１回戦 〇　崩れ上四方固め　　夏秋　葵　　小城（佐賀）

２回戦 ●　内股　　　　　　　今泉　百花　　常盤（群馬）

５７ｋｇ級 女 植村　巴 高知 ２回戦 ●　横四方固め　　古野　彩佳　　南筑（福岡）

６３ｋｇ級 女 小崎　愛羅 岡豊 １回戦 ●　優勢　　　　　　　池田　志穂　　奈良育英（奈良）

７０ｋｇ級 女 片岡　佑理 岡豊 １回戦 ●　優勢　　　　　　　相馬　日菜穂　　秋田商（秋田）

７８ｋｇ級 女 西村　東姫 宿毛工 １回戦 ●　崩れ上四方固め　　宇田川　幸　　国士館（東京）

７８ｋｇ超級 女 山本　海由 宿毛工 ２回戦 ●　内股　　山口　空　　四日市中央工（三重）

予選 ８組　５位　３分４０秒０９　敗者復活戦へ

敗者復活戦 １組　５位　３分３２秒８０

予選 ８組　４位　３分３８秒７８　敗者復活戦へ

敗者復活戦 ３組　２位　３分３３秒４２　準々決勝へ

準々決勝 ５組　６位　３分３４秒０１

予選 ５組　５位　４分４４秒０６　敗者復活戦へ

敗者復活戦 １組　５位　４分３１秒７９

予選 ８組　４位　３分５６秒６３　敗者復活戦へ

敗者復活戦 ３組　４位　３分５６秒４０　

予選 ７組　４位　４分３３秒２９　敗者復活戦へ

敗者復活戦 ３組　３位　４分３２秒７６　準々決勝へ

準々決勝 １組　６位　４分２８秒３９

男９０ｋｇ級

４８ｋｇ級

５位

６６ｋｇ級 男 溝依　侑人

高知商

高知工

女５２ｋｇ級

女

男

10 ソフトボール 団体

柔道

11

岡﨑　広海・大坪　真央男 高知工

高知商

氏　名　・　学　校

9 バドミントン

学校対抗

高 知 商

ダブルス

男

土 佐 女

高知商

シングルス 男 片岡　成 高知商

弘瀬　公貴男

女 黒岩　秋羽・青木　夏凜 土佐女

片岡　成・弘瀬　公貴

明 徳

個人

男 石崎　拓馬 明徳

男 オドフー 明徳

団体
岡 豊

岡 豊

追手前中内　快

岡豊

岡豊中野　仁理

岡林　野村　渡邊　横山　古谷 高知工

山中　穂乃香 高知

岡豊門田　知也

今村　伊吹 高知工

新谷　朱音 幡多農

小野　紗矢・野上　裕鈴 高知工

明徳

シングルスカル

女

６０ｋｇ級 男

女

男

男

女

相撲

団体

男

12

大塔　昂貴男

13 ボート

ダブルスカル

女

舵手つきクォドルプル



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

男 予選リーグ　Aブロック    
●１－２　　東奥義塾（青森）
●０－４　　本庄第一（埼玉）　　０勝２敗　予選敗退

女 予選リーグ　Aブロック    
〇　２－１　広島翔洋（広島）
●　０－２　麗沢瑞浪　　　１勝１敗　予選敗退

男 川元　崇史 高知 １回戦 ●　―コ　　広沢　海　　　　 東海大札幌（北海道）

男 木下　海成 高知 １回戦 ●　―メ　　福本　誠弥　　　豊浦（山口）

１回戦 ○　メ―　　藤川　みなみ　　美濃加茂（岐阜）

２回戦 ●　―メ　　妹尾　舞香　　中村学園女（福岡）

女 酒井　香菜子 高知 ２回戦 ●　―メ　　田端　依理　　鎮西（熊本）

団体 男 １回戦 ●　１－６　　韮崎工（山梨）

２回戦 〇　フォール　　　大槌　輝　　宮古商（岩手）

３回戦 〇　Ｔフォール　　野坂　晃誠　　敦賀気比（福井）

準々決勝 〇　２－１　　　　　弓矢　暖人　　いなべ総合学園（三重）

準決勝 ●　２－３　　　　　竹下　雄登　　日体大柏（千葉）

１回戦 〇　フォール　　　金子　圭　　新潟県央工（新潟）

２回戦 〇　８－２　　　　　八鍬　圭　　山形商（山形）

３回戦 ●　８－１３　　　　徳比嘉　二仁　　南風原（沖縄）

６０ｋｇ級 男 藤岡　紀慎 東 １回戦 ●　フォール　　　梅田　佳暉　　新潟県央工（新潟）

６６ｋｇ級 男 川上　龍希 東 １回戦 ●　Ｔフォール　　小西　泰智　　隠岐島前（島根）

７４ｋｇ級 男 近藤　泰伯 東 １回戦 ●　フォール　　　松枝　旋吏　　鳥栖工（佐賀）

８４ｋｇ級 男 木村　海騎 東 １回戦 ●　８－５　　　　　市川ディアン　　足利工大付（栃木）

９６ｋｇ級 男 中西　竜帆 東 １回戦 ●　Ｔフォール　　吉田　侑矢　　　りんくう翔南（大阪）

１回戦 〇　フォール　　　桧山　魁豊　　和歌山工（和歌山）

２回戦 ●　０－５　　　　　奥村　総太　　栗東（滋賀）

１回戦 〇　Ｔフォール　　宮原　乙葉　　市太田（群馬）

準々決勝 ●　１－４　　　　　元木　咲良　　埼玉栄（埼玉）

５２ｋｇ級 女 徳原　姫花 東 ２回戦 ●　０－６　　　　　稲垣　柚香　　至学館（愛知）

１回戦 〇　Ｔフォール　　渡辺　依紗季　　添上（奈良）

準々決勝 〇　Ｔフォール　　茂木　優紀　　三島北（静岡）

準決勝 〇　Ｔフォール　　高山　凜子　　至学館（愛知）

決勝 ●　１－３　　　　　花井　瑛絵　　至学館（愛知）

６５ｋｇ級 女 小松　愛加 東 １回戦 ●　Ｔフォール　　丸山　栞和　　沼津城北（静岡）

予選 １２中　　決勝トーナメント進出

決勝トーナメント１回戦 ●　１４－１６　　松坂工（三重）

予選 １３中　　

決勝トーナメント１回戦 〇　１６－１４　　尚絅学院（宮城）

決勝トーナメント２回戦 〇　１５－１２　　大分南（大分）

準々決勝 〇　１７－１２　　紀央館（和歌山）

準決勝 〇　１８－１０　　新屋（秋田）

決勝 〇　１６－１４　　倉吉西（鳥取）

予選 ３中　準決勝へ

準決勝 ２中

予選 ３中　準決勝へ

準決勝 ２中　

女 山本　七海 岡豊 予選 ２中

女 西森　千紘 高知商 予選 １中

１回戦 〇　２－１　　日大山形（山形）

２回戦 ●　０－３　　駿台甲府（山梨）

女 １回戦 ●　０－３　　四日市商（三重）

１回戦 ○　８－６　　牛越　陸　　松商学園（長野）

２回戦 ●　０－８　　菊地　裕太　　相生学院（兵庫）

男 岩瀬　京路 高知 １回戦 ●　２－８　　長山　海　　　富山国際大付（富山）

女 高橋　詩織 土佐 １回戦 ●　２－８　　谷井　涼香　　富山国際大付（富山）

女 田所　千明 高知 １回戦 ●　１－８　　神鳥　舞　　早実（東京）

男 中岡　祐太・絹川　仁康 土佐 １回戦 ●　０－８　　菊地・平川　　　相生学院（兵庫）

女 中山　菜々子・高橋　詩織 土佐 １回戦 ●　０－８　　鈴木・清水　　京都外大西（京都）

男 団体 ２２位　９４．２点

女 団体 ２７位　９０．２点

スプリント 男 有澤　一真 高知東工 予選 40位　　12秒268

４km速度競走 予選 4組　6位

ロード 決勝 途中棄権

ライトフライ級 男 板坂　一輝 岡豊 １回戦 ●　判定　　菊地　謙汰　　　 日大山形（山形）

フライ級 男 柚村  海斗 高知南 １回戦 ●　判定　　金城　隼平　　　菊華（愛知）

バンタム級 男 丸石　一誠 中央 １回戦 ●　ＫＯ　　宮路　龍　　　　　　明野（三重）

ライトウエルター級 男 森田　立輝 岡豊 ２回戦 ●　ＲＳＣ　古本　隆貴　　　　関西（岡山）

21 ウエイトリフティング － － － － － －

団体 男 ２回戦 ●　３－５　箕輪進修（長野）

男 山内  宏典 南 予選リーグ第８プール ４敗

男 平松　良規 南 予選リーグ第１１プール ４敗

エペ 男 山内  宏典 南 予選リーグ第７プール ２勝２敗　

５位

２位

優勝

団体

女 岡 豊

氏　名　・　学　校

剣道

団体
高 知

高 知

個人
女 佐竹　蘭 高知

16 弓道

男 岡 豊

男 西村　怜紀 岡豊個人

18 登山 団体
土 佐

追 手 前

土 佐男

ダブルス

20

フルーレ

男 古市　彪雅 岡豊

レスリング15

南４６ｋｇ級 桜井　つぐみ女

東

東

１２０ｋｇ級

14

団体

中岡　祐太 土佐

シングルス

男

５０ｋｇ級

小玉　彩天奈女

那須  薫矢 東

３位

南近藤　承男５５ｋｇ級

６０ｋｇ級

南

男

清岡　幸大郎

フェンシング22

17 テニス

ボクシング

19

土 佐

男

自転車
男 山﨑　玲温 高知工

南



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

男 １回戦 ●　０－４　佐世保北（長崎）

女 １回戦 ●　０－５　横浜創学館（神奈川）

男 片岡　光基 高知工 １回戦 ○　４―１　米子東（鳥取）

男 酒井　康希 高知工 １回戦 ○　１―０　日体大柏（千葉）

女 笠原　緋来 明徳 1回戦 ●　０－７　田畑　梨花　夙川学院（兵庫）

女 湯山　紗良 土佐女 ２回戦 ●　判定　 縄谷　未奏　県立磯城(奈良)

１回戦 ○　５―０　白波瀬　稜翔　奈良朱雀（奈良）

２回戦 ●　２－３　高科　就大　広島如水館（広島）

男 片岡　光基 高知工 １回戦 ●　０－５　新庄　龍士郎　コザ（沖縄）

女 宮本　伊織 明徳 １回戦 ●　０－５　瀬戸口　楓子　唐津西（佐賀）

女 井上　凛 土佐塾 １回戦 ●　０－５　周藤　里緒　高崎商大附（群馬）

男 予選 ４７位　１４２８点

女 予選 ４５位　１１５２点

氏原　侑大 梼原 予選 １２６位　５６０点

森野　柊 梼原 予選 １３０位　５５８点

島田　恭輔 高知農 予選 ２０５位　４８８点

戸田　幸輝 梼原 予選 ２２６位　３１０点

山下　優月 梼原 予選 ２２８位　２８２点

山口　万里 高知農 予選 １７１位　４４０点

豊永　翔野 高知農 予選 １８０位　４２５点

高橋　朋代 梼原 予選 １８８位　４１０点

団体 女 予選リーグ　Bブロック    
●　１－２　甲府昭和（山梨）
●　０－２　山形西（山形）　　２敗　３位

女 大仲  沙和 清水 予選リーグ第１コート　Mブロック    
〇　１－０ 久保田　菜央　　比治山女（広島）
●　０－１　斎藤　衣吹　　　千葉女（千葉）　　　１勝１敗　２位

女 大仲  沙和・平林　かな子 清水 予選リーグ第１コート　Iブロック    
●　０－５　織田・滝口　　羽水（福井）
〇　５－０　久家・内田　　宮崎南（宮崎）　１勝１敗　２位

女 山下　留奈・井上　稔望 南 予選リーグ第２コート　Cブロック    
●　０－５　春山・松藤　　熊本西（熊本）
〇　５－０　大類・海老沼　　国学院栃木（栃木）　１勝１敗　２位

カヤック
シングル(200) 男 宮元　隆来 西土佐 予選 ３組　８位　４７秒３４９

予選 ４組　６位　１分５８秒２９５　　準決勝進出

準決勝 ３組　７位　２分３７秒１９４　　

予選 ２組　５位　５１秒４６０　準決勝進出

準決勝 ２組　６位　５０秒２８５

予選 ２組　４位　２分１０秒０８２　準決勝進出

準決勝 １組　転覆

予選 ６組　５位　４２秒４４７　準決勝進出

準決勝 ２組　９位　４２秒５６７

予選 １組　５位　２分１１秒１４７　　準決勝進出

準決勝 １組　８位　２分６秒０９７

予選 ２組　２位　４４秒８０１　準決勝進出

準決勝 ４組　３位　４７秒８８６

予選 ２組　１位　２分１０秒８３３　準決勝進出

準決勝 ２組　４位　２分１５秒０４１

予選 ３組　６位　４１秒２１０　準決勝進出

準決勝 ２組　６位　３９秒５７９　　

予選 ３組　７位　1分５０秒１２７　準決勝進出

準決勝 ２組　６位　１分４８秒１８６　　

カナディアン
フォア(200) 男 船坂　川澤　林　山﨑 海洋 予選 １組　８位　４８秒９４９

予選 ３組　６位　２分１１秒４８９　　準決勝進出

準決勝 ３組　８位　２分１７秒９７５

予選 １組　６位　５４秒１８６　準決勝進出

準決勝 ３組　３位　５０秒２０５

予選 ２組　７位　２分２９秒６７４　　準決勝進出

準決勝 １組　５位　３分３秒３００

予選 ２組　６位　４９秒２７０　準決勝進出

準決勝 １組　６位　５３秒２６０

予選 ４組　５位　２分１４秒６４７　　 準決勝進出

準決勝 ３組　５位　２分３４秒１５６

予選 ３組　５位　４８秒８０９　準決勝進出

準決勝 １組　６位　４５秒８２５

予選 ２組　４位　１分５６秒９８９　準決勝進出

準決勝 ３組　５位　２分６秒２８２

高知工

海洋船坂　尚也
カナディアン

シングル(500)
男

アーチェリー

23 空手道

団体組手

氏　名　・　学　校

高 知 工

明 徳

個人形

団体
梼 原

個人組手

高 知 南

個人試合

山下　留奈 南

男

男 小松　昌史

女

高 知 農

個人

24

演技

西土佐

女

カヤックシングル(500)

予選リーグ第２コート　Iブロック    25 なぎなた ●　判定　米田　朱里　　羽咋（石川）
●　０－１　吉田　のぞみ　　高田（三重）

カナディアン
シングル(200)

男 船坂　尚也 海洋

男 宮元　隆来

カヤックペア(200) 男 宮元　隆来・田邊　凪 西土佐

カヤックペア(500) 男 宮元　隆来・田邊　凪 西土佐

カナディアン
ペア(200) 男 岡上　天真・谷　大貴 西土佐

カナディアン
ペア(500) 男 岡上　天真・谷　大貴 西土佐

カナディアンフォア(500) 男 船坂　川澤　林　山﨑 海洋

カヤック
シングル(200) 女 三石　彩恵 西土佐

カヤック
シングル(500) 女 三石　彩恵 西土佐

カヤックペア(200) 女 平野　文苗・三石　彩恵 西土佐

西土佐カヤックペア(500) 女

丸の内

西土佐

女 平野　三石　野浪陽　野浪珠

カヤックフォア(500) 女 平野　三石　野浪陽　野浪珠

平野　文苗・三石　彩恵

カヤックフォア(200)

カヌー26

カヤックフォア(200) 男 岡本　赤澤　宮元　田邊 西土佐

カヤックフォア(500） 男 岡本　赤澤　宮元　田邊 西土佐



ＮＯ 【夏季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

男 中川・津野 高知 予選 Ａ組　４８９点

男 須賀・市川 高知 予選 Ｂ組　４９２点

女 岩村・中山 高知 予選 Ｃ組　４９２点

男 國本　広大 高知工 予選 Ａ組　２４９点

男 酒井　崇史 高知農 予選 Ｂ組　２４７点

女 竹村　涼花 高知工 予選 Ｃ組　２４８点

女 濱田　歩夏 高知 予選 Ｄ組　２４２点

団体演武 男
河野・須賀・中川
市川・磯久・津野

高知 予選 B組　２４７点

１００ｍ自由形 男 丑本　知大 土佐塾 予選 ３組　７位　　５３秒０２

１００ｍ平泳ぎ 男 川村　翔悟 追手前 予選 １組　２位　　１分６秒３０

１００ｍバタフライ 男 深原　大誠 中村 予選 １組　１位　　５６秒１３

２００ｍ平泳ぎ 男 川村　翔悟 追手前 予選 ２組　１０位　２分２３秒８８

２００ｍ個人メドレー 男 本田　翔規 高知 予選 ２組　１０位　２分１２秒４０

４００ｍ個人メドレー 男 本田　翔規 高知 予選 ２組　７位　　４分３９秒７１

４００ｍ自由形 女 上田　鈴乃 高知商 予選 １組　３位　　４分３３秒０４

８００ｍ自由形 女 上田　鈴乃 高知商 予選 １組　３位　　９分１９秒０３

女 松木　琴美 高知商 予選 ２組　１位　　４分５６秒８３

女 奥田　友菜 追手前 予選 ２組　９位　　５分９秒５１

予選 ６位　２４１．５０点

決勝 ７位　４２０．１５点

予選 １２位　１８７．２０点

決勝 １１位　３８５．１５点

予選 ２位　２９１．４０点

決勝 ２位　４３９．３０点

予選 １１位　２０３．７５点

決勝 １２位　３１９．９０点

ＮＯ 【冬季大会競技名】 種      目 性別 競　技　記　録 順　位

1回戦 〇　45-10　中標津（北海道）

2回戦 ●　12-12　郡山北工業（福島）　

男 ― 2時間12分26秒　44位

女 ― 1時間12分03秒　30位

女 宮本　葉月 土佐女 ２位

土佐女 ７位

４００ｍ個人メドレー

女 宮本　葉月

組演武

単独演武

高飛込

飛板飛込

女 立野　萌 高知工

29 駅伝 団体
高 知 農

山 田

男 土佐塾団体ラグビー
フットボール28

学校名

28 水泳

女 立野　萌 高知工

27 少林寺拳法

氏　名　・　学　校
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