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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

17日 4×100m 高知union 43.06 高知工 43.20 岡豊A 44.08 小津 44.86 高知農 45.03 土佐塾 46.11
   小松　美徳    山本　達也　(2)    坂本　貴紀　(3)    田中　優介　(3)    岡林　隼矢　(1)    島内　洋介　(2)
   畠山　佳之    大﨑　博文　(3)    角田　舞人　(2)    野久保有人　(3)    矢野　琢斗　(1)    松村　翔悟　(3)
   高木　基継    野口　　誠　(1)    谷　　　篤　(3)    深木　芳昇　(3)    山岡　　圭　(1)    西野　　扶　(2)
   橋本　　武    小田　雅士　(3)    松岡　尚伸　(3)    川井　龍志　(2)    谷崎　具亮　(2)    梅原　龍一　(2)

一 18日 4×400m 土佐A  3:28.86 小津  3:30.46 安芸  3:33.70 土佐塾  3:36.27 西  3:37.65 学芸  3:39.79 高知農  3:44.82 土佐B  3:46.32
   金枝　　慧　(2)    川井　龍志　(2)    高橋　純一　(2)    西野　　扶　(2)    山﨑　崇史　(3)    弘田　祐介　(3)    小松　勇輝　(3)    芝　比偉呂　(2)
   今西　智将　(3)    佐々木　晃　(3)    山手　　崚　(3)    松村　翔悟　(3)    谷村　聡志　(3)    岡﨑　大海　(3)    下元　隆斉　(3)    谷口　桂盛　(2)

般    泥川　雄太　(3)    田中　優介　(3)    田中　宗夫　(3)    島内　洋介　(2)    西　　峻利　(3)    若林　　馨　(3)    福岡　龍哉　(3)    西本　圭佑　(1)
   田村　　公　(2)    深木　芳昇　(3)    岡嶋　修平　(3)    下田　祐大　(2)    今村　隆聖　(2)    横田　　峻　(1)    下村　　僚　(2)    田邊　亮介　(3)

18日 4×800m 中村  8:40.42 学芸  8:55.40
男    伊勢脇厚哉　(2)    岡村　　洋　(2)

   武内　右貴　(3)    生原　大嗣　(2)
   畑中　勇輝　(3)    濱田慎之介　(2)

子    上屋慎之介　(2)    山本　周作　(3)
17日 100+200 高知大  2:03.51 小津  2:08.49

+300+400m    市田　英雄 (M2)    野久保有人　(3)
   小野　貴敬　(4)    田中　優介　(3)
   細川　寛史　(2)    川井　龍志　(2)
   田中　博規　(2)    深木　芳昇　(3)

17日 4×100m 高知大 49.78 南 50.96 土佐 50.97 中村 52.53 学芸 52.94 追手前 53.15 西 53.71 安芸 54.06
   秋森　夕姫　(2)    林　　真結　(1)    岡野　史恵　(2)    松井　芽生　(3)    吉川　万耶　(2)    楠瀬　美咲　(2)    杉野　文香　(2)    深尾　　梓　(2)
   入野　　咲　(3)    武内　彩香　(3)    中村　優歩　(2)    前田　美尋　(1)    竹森　悠伊　(2)    足達　真紀　(3)    山中　美佳　(2)    高松　由佳　(3)
   山本麻梨乃　(3)    吉岡こより　(1)    宮﨑　真嘉　(2)    中嶋沙也加　(3)    光岡　郁穂　(2)    飯田　優希　(2)    黒原　未知　(3)    仙頭　真菜　(1)
   川本　詩野　(2)    佐竹　真緒　(1)    松岡　聖香　(1)    西村　佳帆　(3)    秋岡　志穂　(2)    松島　小夏　(3)    勝瑞　佐織　(3)    浜渦　理恵　(3)

18日 4×400m 土佐A  4:11.45 中村  4:15.57 土佐女  4:19.01 高知大  4:19.34 追手前  4:21.85 学芸  4:23.17 安芸  4:39.28 小津  4:41.65
   岡野　史恵　(2)    杉本　紗帆　(3)    小橋　愛弓　(3)    山本麻梨乃　(3)    楠瀬　美咲　(2)    長谷川雅美　(2)    浜渦　理恵　(3)    浜田　　彩　(3)
   松岡　聖香　(1)    野中　智世　(3)    竹崎　愛子　(2)    川本　詩野　(2)    足達　真紀　(3)    吉川　万耶　(2)    高松　由佳　(3)    矢野　由花　(2)
   宮﨑　真嘉　(2)    中嶋沙也加　(3)    樋口友佳理　(2)    合田亜由美　(4)    井本　　涼　(2)    竹森　悠伊　(2)    深尾　　梓　(2)    高村早穂子　(2)
   中村　優歩　(2)    松井　芽生　(3)    片岡友里絵　(3)    秋森　夕姫　(2)    飯田　優希　(2)    秋岡　志穂　(2)    原山　胡都　(3)    野村　美奈　(2)

17日 4×100m 県立安芸 46.46 介良 47.04 土佐 48.02 土佐塾 49.01 青柳 49.11 鳶ヶ池 49.24 香北 49.55
   小原　康平　(3)    岡村　幸哉　(2)    北村　　匠　(2)    竹村　太希　(3)    西森　圭吾　(3)    上野　和樹　(3)    吉村　侑単　(3)
   坂田　篤希　(3)    齋藤　克弥　(3)    中田　克樹　(3)    上岡　幸司　(3)    小松　功河　(3)    山田　樹也　(2)    吉本　和生　(3)
   苅谷　勇希　(3)    下藤　雄大　(2)    松元　聡史　(3)    森田　恭平　(2)    高橋　幸太　(3)    大家　興覇　(2)    森本　匡心　(2)
   谷本　睦弥　(3)    堀尾　海人　(3)    荒木　勇貴　(3)    山本　誉将　(2)    東田　卓也　(3)    山田　大生　(2)    山本　優也　(3)

18日 4×200m 県立安芸  1:39.18 介良  1:40.00 学芸A  1:40.69 土佐  1:40.83 土佐塾  1:43.01 学芸B  1:43.96 鳶ヶ池  1:45.32 附属  1:45.55
   谷本　睦弥　(3)    岡村　幸哉　(2)    河合　広暉　(3)    北村　　匠　(2)    竹村　太希　(3)    加藤　　廉　(3)    山田　樹也　(2)    森岡　大樹　(3)
   小原　康平　(3)    齋藤　克弥　(3)    桑原　俊樹　(3)    中田　克樹　(3)    上岡　幸司　(3)    沖津　育実　(3)    山田　大生　(2)    国沢　佑貴　(2)
   苅谷　勇希　(3)    下藤　雄大　(2)    野本　貴裕　(3)    松元　聡史　(3)    森田　恭平　(2)    筒井　健二　(3)    大家　興覇　(2)    北村　賢人　(3)
   坂田　篤希　(3)    堀尾　海人　(3)    黒川　至仁　(3)    荒木　勇貴　(3)    山本　誉将　(2)    堅田　卓弥　(2)    上野　和樹　(3)    森　　祐典　(3)

17日 4×100m 学芸A 52.22 土佐A 53.56 朝ヶ丘 53.88 県立南 53.90 北陵 55.24 鏡野 55.86 伊野南 56.72 清水A 56.72
   山陰　海里　(3)    大峯花乃子　(3)    足達　知美　(2)    前田　有香　(3)    水口　紗希　(2)    貞岡　　桜　(3)    吉村　栞奈　(3)    松谷　綾奈　(3)
   森田　優里　(2)    森木　遥奈　(3)    大崎　里紗　(3)    前田ひばり　(3)    西田　妃七　(2)    西野　未里　(3)    山岡　　緑　(3)    谷岡　　梓　(2)
   野村　麻衣　(3)    兵頭　布実　(2)    西村　佳菜　(3)    鍋島　貴子　(2)    三谷　悠子　(3)    吉本　桃子　(3)    矢野　愛実　(3)    池　　彩乃　(2)
   池田　梨紗　(3)    久米　美穂　(2)    松坂　苗央　(3)    井藤　春奈　(2)    川竹みのり　(3)    原　　瑞紀　(3)    山下　千佳　(3)    田村美由紀　(2)

第第第第23回　リレーカーニバル回　リレーカーニバル回　リレーカーニバル回　リレーカーニバル

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
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