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春野総合運動公園陸上競技場春野総合運動公園陸上競技場春野総合運動公園陸上競技場春野総合運動公園陸上競技場 平成22年4月17日(土)～18日(日)

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

18日 100m 坂田　篤希　(3) 11.90 上野　和樹　(3) 11.92 中村　太一　(3) 12.04 荒木　勇貴　(3) 12.20 齋藤　克弥　(3) 12.26 介良 黒川　至仁　(3) 12.28 岡田　和樹　(3) 12.61

風:-1.7 県立安芸 鳶ヶ池 佐川 土佐 苅谷　勇希　(3) 12.26 県立安芸 学芸 朝ヶ丘

中 17日 1500m 宗光　由祐　(3)  4:28.00 井本　　景　(2)  4:30.00 藤本　海生　(3)  4:32.06 田中　尚人　(2)  4:34.02 榊　壮一郎　(3)  4:40.45 古味　颯斗　(3)  4:44.80 岡﨑　一樹　(3)  4:46.13 久万澤功祐　(2)  4:50.35

春野 附属 佐喜浜 奈半利 鏡野 大津 土佐塾 佐川

学 18日 3000m 藤本　海生　(3)  9:34.32 宗光　由祐　(3)  9:44.57 榊　壮一郎　(3)  9:58.16 岡﨑　一樹　(3) 10:07.92 久万澤功祐　(2) 10:15.92 古味　颯斗　(3) 10:19.94 十萬　将弥　(3) 10:22.50 安養寺柾樹　(3) 10:27.45

佐喜浜 春野 鏡野 土佐塾 佐川 大津 香我美 城西

男 17日 走高跳 吉永　　凌　(3) 1m75 大西龍之介　(3) 1m75 高松　秀旭　(2) 1m55 中島　涼誠　(2) 1m50 三里 国沢　佑貴　(2) 1m45 附属 橋本　匠人　(2) 1m40

旭 旭 芸西 和田志優人　(2) 1m50 佐川 森本　匡心　(2) 1m45 香北 清水

子 17日 走幅跳 齋藤　克弥　(3)   6m10 中村　太一　(3)   5m69 清遠　隆介　(2)   5m62 勝　　飛翔　(3)   5m61 大西龍之介　(3)   5m52 山本　優也　(3)   5m39 井上　恭一　(3)   5m33 吉本　和生　(3)   5m18

介良 +1.4 佐川 +1.3 芸西 +1.3 大津 +0.7 旭 +1.1 香北 +0.9 芸西+2.5 *F5 香北+2.3 *F4

17日 砲丸投(5.000kg) 堀尾　海人　(3)  11m21 森田　賢志　(3)  11m11 安岡　裕城　(3)  10m00 濱口　椋成　(3)   9m37 吉永　　凌　(3)   9m30 川島賢太郎　(2)   8m75 山本　晃司　(3)   8m65 大西　律澄　(3)   8m50

介良 NGR 介良 NGR 奈半利 南海 旭 附属 高知ろう/中 須崎

18日 100m 前田ひばり　(3) 13.15 野村　麻衣　(3) 13.66 森木　遥奈　(3) 13.68 山陰　海里　(3) 13.68 川竹みのり　(3) 13.76 池田　梨紗　(3) 13.91 小松　葉瑠　(3) 13.96

風:-1.8 県立南 学芸 土佐 学芸 北陵 学芸 土佐女

中 18日 800m 細木菜々恵　(3)  2:22.44 小松友里香　(3)  2:36.15 田村美由紀　(2)  2:36.22 矢野　愛弓　(2)  2:37.03 小田原嘉子　(3)  2:37.06 堀川　千尋　(2)  2:39.00 川竹みのり　(3)  2:40.36 岡田　沙希　(2)  2:40.56

県立中村 土佐女 清水 城北 土佐 芸西 北陵 北陵

学 17日 1500m 細木菜々恵　(3)  4:56.25 武内　　祥　(3)  5:05.45 矢野　愛弓　(2)  5:18.54 川村　弥生　(3)  5:21.77 久保　妃南　(2)  5:23.03 小田原嘉子　(3)  5:26.36 酒井　愛莉　(2)  5:26.99 森下日菜子　(3)  5:30.17

県立中村 三原 城北 大方 須崎 土佐 大方 日高

女 18日 走高跳 浜村ひかり　(3) 1m49 濱田あずさ　(2) 1m46 武市くるみ　(3) 1m46 門田　悠伽　(2) 1m40 坂下　花鈴　(2) 1m30 北陵 貞岡　　桜　(3) 1m30 林　 咲希(3)学芸 1m25

県立中村 NGR 城北 三里 附属 野中　絢加　(3) 1m30 附属 鏡野 宮地 真緒(2)清水

子 17日 走幅跳 五百蔵穂花　(3)   4m78 久米　美穂　(2)   4m62 尾崎穂乃香　(2)   4m56 森田　優里　(2)   4m56 門田　悠伽　(2)   4m55 水口　紗希　(2)   4m53 大峯花乃子　(3)   4m45 谷岡　　梓　(2)   4m32

香北 -0.6 土佐 +0.4 城北+2.6 *F6 学芸 +0.7 附属 -2.2 北陵 +0.8 土佐 -1.8 清水 +0.4

17日 砲丸投(2.721kg) 谷岡　千春　(3)  11m23 松谷　綾奈　(3)   9m93 村上　憂歌　(3)   9m53 前田　有香　(3)   9m28 弘松　亜美　(3)   9m02 宮地　真緒　(2)   8m96 木村　鈴音　(2)   8m88 山本　珠海　(2)   7m80

奈半利 清水 須崎 県立南 須崎 清水 清水 清水

NGR：大会新記録

第第第第7回　高知陸上カーニバル回　高知陸上カーニバル回　高知陸上カーニバル回　高知陸上カーニバル

1日目(17日)12:00現在 天候:晴れ 気温:17.0℃ 湿度:34% 風:南西 1.2m/s 気圧:1020hPa
2日目(18日)12:00現在 天候:晴れ 気温:18.0℃ 湿度:32% 風:南   0.3m/s 気圧:1025hPa


