
 中学男子  

種 目 記 録 氏  名 所  属 大 会 名 年 月 日 場 所 

(1 年年年年)100m 11"34 森澤森澤森澤森澤    凜凜凜凜久久久久 高岡高岡高岡高岡 あったか！りょうま記録会あったか！りょうま記録会あったか！りょうま記録会あったか！りょうま記録会 H29.3.26 高知市高知市高知市高知市 
(2 年年年年)100m 11"09 森澤森澤森澤森澤    凜久凜久凜久凜久 高岡高岡高岡高岡 県中学総体県中学総体県中学総体県中学総体 H29.7.23 春野春野春野春野 
(3 年)100m 10"77 淺利 玖朗人 中村西 第 69 回長崎国体 H26.10.19 長崎 

200m 21"93 淺利 玖朗人 中村西 あったか！りょうま記録会 H27.3.22 高知市 

400m 49"44 大野大野大野大野    心碧心碧心碧心碧 土佐土佐土佐土佐 全日本中学全日本中学全日本中学全日本中学 H29.8.22 熊本熊本熊本熊本 
800m 1'59"39 宮崎 亮一 高岡 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ H18.10.28 日産ｽﾀ 

(1 年)1500m 4'16"88 小橋 優太 県立中村 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ H22.10.24 日産ｽﾀ 

(2 年)1500m 4'11"13 松本 稜 宿毛 あったか！りょうま記録会 H17.3.27 高知市 

(3 年)1500m 4'06"56 宮崎 亮一 高岡 中長距離記録会(4) H18.10.21 春野 

3000m 8'38"76 松本 稜 宿毛 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ H17.10.30 日産ｽﾀ 

110mH 14"4 岡﨑 大幸 宿毛 県中学総体 S63.7.25 春野 

(電) 14"48 岡﨑 大幸 宿毛 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ S63.10.29 国立 

(低)400mR 47"37 介良 齋藤 克弥(2)・岡村 幸哉(1)・下藤 雄大(1)・堀尾 海人(2)  

    中学選手権 H21.9.27 春野 

400mR 44"35 大月 西村 颯(3)・冨岡 知也(3)・西岡 侑毅(2)・冨岡 慎也(3)  

    中学選手権 H23.10.2 春野 

(混成ﾁｰﾑ) 43"90 高知選抜 淺利 玖朗人(中村西 2)・山口 慶悟(附属 3)・原 昌由(鳶ヶ池 3)・中島 澪哉(県安芸 1) 

    ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ H25.10.27 日産ｽﾀ 

4x200mR 1'33"8 弘見 中田 浩宣(3)・豊田 将司(3)・野中 保伸(3)・佐伯 和弘(3)  

    中学選手権 H7.10.29 春野 

(電) 1'33"90 土佐 岡本 諒(2)・大塚 悠司(3)・橋本 武(3)・山本 哲史(3)  

    中学選手権 H13.10.8 春野 

(低)走高跳 1m75 田辺 寿 西土佐 北幡地区中学 S58.10.13 西土佐 

走高跳 1m97 山崎 裕史 宿毛東 県中学総体 S60.7.28 高知 

棒高跳 3m75 宇賀 誠一郎 春野 高吾選手権 H18.9.2 春野 

(低)走幅跳 5m98 恒石 椋 愛宕 県中学総体 H21.7.18 春野 

走幅跳 6m75 加納 楓斗 高知学芸 県中学総体 H27.7.18 春野 

三段跳 14m01 兵頭 重徳 十川 県中学総体 S51.7.25 高知 

砲丸投(4 kg) 15m75 近藤 貴弘 貝ノ川 四国中学総体 S61.8.3 鳴門 

砲丸投(5 kg) 15m24 竹﨑 大将 大津 あったか！りょうま記録会 H27.3.23 高知市 

四種競技 2574 点 植野 文哉 伊野 県中学総体 H28.7.23-24 春野 

   15"50‐12m20‐1m71‐54"46   

◆ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ       

中学駅伝 57'10" 香我美  第 66 回高新中学駅伝 H27.11.15 春野周回 

   田井野悠介・田井野啓介・十萬 尊琉・川崎 皓太・浜口 夢楽・中村 文哉  

   （6 区間 18km：3.0km‐3.0km‐3.0km‐3.0km‐3.0km‐3.0km）  

5km 15'37" 山本 博之 宿毛 高新ﾛｰﾄﾞ H4.12.6 高新 

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 52m43 橋本 武 土佐 ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ H12.10.27 横浜国際 

3km 9'51" 渡辺 史侑 窪川 須崎ﾛｰﾄﾞ H9.1.5 須崎 

三種競技 A 2898 点 澳本 真也 大方 幡多郡中学 S55.10.23 大方 

   12"1 13m96 1m77‐ ‐    

三種競技 B 3138 点 水野 大輔 大方 全日本中学 H3.8.21 宮崎 

       

       

       

       

       

       

       

       

 


