
 高校男子  

種 目 記 録 氏  名 所  属 大 会 名 年 月 日 場 所 

100m 10"4 松本 洋和 高知農 第 41 回 IH 四国 S63.6.19 春野 

(電) 10"54 岡村 幸哉 岡豊 四国高校総体 H25.6.16 砥部 

200m 21"57 藤堂 誉志 安芸 第 69 回全国 IH H28.8.1 岡山 

400m 47"28 淺利淺利淺利淺利    玖朗人玖朗人玖朗人玖朗人 幡多農幡多農幡多農幡多農 第第第第 72 回愛媛国体回愛媛国体回愛媛国体回愛媛国体 H29.10.9 砥部砥部砥部砥部 
800m 1'54"06 吉川 徹 高知工 第 56 回宮城国体 H13.10.15 利府 

1500m 3'53"32 吉川 徹 高知工 第 57 回高知国体 H14.10.21 春野 

3000m 8'20"42 浅利 宗一郎 高知農 中長距離記録会(2) H25.7.13 春野 

5000m 14'20"8 津野 浩大 高知農 中国実業団記録会(1) H21.9.9 呉 

110mH 14"65 岡﨑 大幸 高知農 第 46 回石川国体 H3.10.14 金沢 

400mH 53"31 和田 康就 土佐 県選手権 H13.10.7 春野 

3000mSC 9'17"42 門田 浩樹 安芸 第 55 回 IH 四国 H15.6.15 鳴門 

5000mW 20'53"99 岡村 遼 高知工 第 59 回埼玉国体 H16.10.24 熊谷 

400mR 41"23 土佐 和田 康就・森本 貴昭・東崎 友秋・森本 雅俊   

    第 53 回 IH 四国 H13.6.16 春野 

1600mR 3'15"31 土佐 田口 純平・森本 雅俊・和田 康就・東崎 友秋   

    第 53 回 IH 四国 H13.6.18 春野 

走高跳 2m07 山崎 裕史 宿毛 国体選考会 S62.8.23 高知 

棒高跳棒高跳棒高跳棒高跳 4m60 平田平田平田平田    彪斗彪斗彪斗彪斗 岡豊岡豊岡豊岡豊 四国高校四国高校四国高校四国高校総体総体総体総体 H29.6.17 砥部砥部砥部砥部 
走幅跳 7m45 齋藤 克弥 岡豊 第 66 回 IH 全国 H25.8.1 大分ﾄﾞｰﾑ 

三段跳 15m81 小松 隆志 安芸 第 40 回鳥取国体 S60.10.21 鳥取 

砲丸投 16m62 宮内 育大 追手前 第 63 回大分国体 H20.10.3 大分 

円盤投 42m07 森田 賢志 海洋 第 67 回岐阜国体 H24.10.5 長良川 

ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投ﾊﾝﾏｰ投 51m76 矢野矢野矢野矢野    暁暁暁暁 高知高知高知高知南南南南 四国高校総四国高校総四国高校総四国高校総体体体体 H29.6.17 砥部砥部砥部砥部 
やり投 62m98 近藤 貴弘 高知農 第 43 回京都国体 S63.10.16 西京極 

八種競技 5170 点 弘瀬 将利 高知農 第 65 回 IH 全国 H24.7.29-30 新潟 

   11"88‐6m00‐10m43‐53"29：15"58‐47m38‐1m89‐4'38"26   

◆ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ       

高校駅伝 2 ﾟ08'40" 高知農  第 54 回四国高校駅伝 H22.11.21 高知 

   山岡 翔太・山本 将志・公文 康揮・益 陽平・藤原 一生・山本 学・中平 英志 

   （7 区間 42.195km：10.0km‐3.0km‐8.0875km‐8.1075km‐3.0km‐5.0km‐5.0km） 

 2 ﾟ11'59" 高知工  第 66 回全国高校駅伝県予選 H27.11. 1 東部周回 

   杉本恭吾・中山雄太・千屋祐太・千屋直輝・大原慎之介・濵田錬・武内英介 

   （7 区間 42.195km：10.0km‐3.0km‐8.0875km‐8.1075km‐3.0km‐5.0km‐5.0km） 

5km 14'52" 久保田 満 高知工 高新ﾛｰﾄﾞ H10.12.6 高新 

10km 30'31" 下村 剛 高知農 高新ﾛｰﾄﾞ S44.12.7 高新 

10kmW 44'20 竹内 寛人 高知工 ｼﾞｭﾆｱ選抜 H11.1.31 神戸 

砲丸投(5.443kg) 15m80 井村 雄象 高知農 IH 県予選 S47.5.20 高知 

ﾊﾝﾏｰ投(6.351kg) 49m77 横川 淳一郎 高知学芸 香川ｶｰﾆﾊﾞﾙ H11.10.30 丸亀 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


