
平成22年7月10日(土)～11日(日)
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

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

10日 100m 入野　　咲　(3) 12.75 川本　詩野　(2) 12.88 秋森　夕姫　(2) 13.59 福留奈菜子　(4) 14.07

風:-1.2 高知大 高知大 高知大 高知高専

11日 400m 濱田　有香　(1)  1:07.68

甲南大

11日 100mH 山本　阿子 (M2) 18.70

(0.840m)風:-1.9 高知大

10日 5000mW 佐久間あすみ 25:19.09 山本　知佳　(3) 25:26.21 中越亜莉沙　(3) 27:19.94 石村　安那　(2) 32:35.86

ＭＭＧ 高知大 東 学芸

10日 100m 秋岡　志穂　(2) 12.85 武内　彩香　(3) 13.10 武藤　祐希　(2) 13.15 高橋　　希　(2) 13.51 竹森　悠伊　(2) 13.79 長谷川雅美　(2) 14.03 飯田　優希　(2) 14.13 吉川　万耶　(2) 14.20

風:-1.4 学芸 南 土佐 岡豊 学芸 学芸 追手前 学芸

11日 400m 中村　優歩　(2) 58.47 武内　彩香　(3)  1:00.44 松井　芽生　(3)  1:01.19 濵野　眞生　(2)  1:02.62 楠瀬　美咲　(2)  1:02.98 井本　　涼　(2)  1:04.92 松村　彩夏　(2)  1:06.61 黒田　喜穂　(2)  1:07.01

土佐 南 中村 岡豊 追手前 追手前 南 追手前

11日 3000m 大地　晃永　(3)  9:41.61 中平　麻弥　(2)  9:43.69 和田　安生　(3) 10:32.03 山岡　　憂　(3) 10:33.11 篠原　　蓮　(2) 10:33.36 田向　由香　(2) 10:57.18 伊藤　春奈　(2) 10:59.20 竹本　夏好　(2) 11:02.29

山田 山田 岡豊 山田 山田 山田 岡豊 高知農

11日 100mH 飯田　優希　(2) 17.05 堀　　和泉　(2) 17.14

(0.840m)風:-1.9 追手前 岡豊

11日 走幅跳 中村　優歩　(2)   5m49 岡﨑　詩織　(2)   5m00 瀧本　京香　(3)   4m90 市吉　紗也　(2)   4m89 長谷川雅美　(2)   4m72 山崎　礼美　(2)   4m35

土佐 +0.7 岡豊+4.8 *F6 高知農+4.3 *F4 岡豊 +1.2 学芸+2.7 *F1 安芸 +1.7

11日 100m 小原愛里菜　(1) 12.79 林　　真結　(1) 12.91 前田ひばり　(3) 13.17 山陰　海里　(3) 13.42 川竹みのり　(3) 13.42 加志﨑莉乃　(1) 13.52 仙頭　真菜　(1) 13.58 林　　美緒　(1) 13.75

風:-1.2 安芸 南 県立南中 学芸中 北陵中 南 安芸 安芸

11日 1500m 池本　　愛　(1)  4:30.51 松田　杏奈　(1)  4:54.16 平田　百恵　(1)  4:56.29 井上　葉月　(1)  5:00.65 武内　　祥　(3)  5:01.24 三宮　仁美　(1)  5:03.40 藤田　蒼生　(3)  5:03.47 下元佳乃子　(3)  5:04.25

中村 山田 岡豊 岡豊 三原中 岡豊 香我美中 須崎中

10日 100mYH 野村　麻衣　(3) 16.17 大峯花乃子　(3) 17.64 佐竹　真緒　(1) 17.75 清藤　彩妃　(3) 17.89 堀川みさき　(3) 20.14 松崎　美咲　(3) 22.18

風:-0.1 学芸中 土佐中 南 旭中 旭中 旭中

10日 走幅跳 松岡　聖香　(1)   5m40 五百蔵穂花　(3)   4m99 徳広　志穂　(1)   4m99 西野　未里　(3)   4m64 仙頭　明奈　(1)   4m61 佐竹　真緒　(1)   4m54 酒井　彩伽　(1)   4m46 吉本　桃子　(3)   4m43

土佐 +2.0 香北中 +0.6 南 +1.0 鏡野中 +1.2 追手前 +0.0 南 +1.0 追手前 +1.3 鏡野中 +1.2

10日 800m 弘田　　歩　(3)  2:18.39 井本　　涼　(2)  2:19.18 吉永みづ紀　(3)  2:22.75 平田　百恵　(1)  2:22.85 黒田　喜穂　(2)  2:27.92 森下日菜子　(3)  2:30.32 朝比奈真依　(1)  2:35.47 國島さやか　(2)  2:48.43

岡豊 追手前 岡豊 岡豊 追手前 日高中 高知高専 安芸

10日 走高跳 浜村ひかり　(3) 1m53 尾﨑　加奈　(1) 1m45 戎井　香菜　(1) 1m45 堀　　和泉　(2) 1m40

県立中村中 幡多農 学芸 岡豊

11日 円盤投 松岡　奈那　(3)  32m86 原山　胡都　(3)  29m66 矢野川結菜　(2)  27m35 鬼谷　慶子　(1)  25m42 有澤　実李　(2)  25m07 伊原　雅子　(2)  23m23

(1.000kg) 中村 安芸 岡豊 学芸 高知農 高知農

10日 やり投 北峯　知沙　(3)  36m35 前田　夏奈　(1)  34m55 矢野川結菜　(2)  32m43 玉好　　遥　(2)  20m70 山﨑　優花　(1)  19m28 吉本　鮎奈　(1)  19m08

(0.600kg) 中村 岡豊 岡豊 高知工 南 学芸

第第第第65回　国民体育大会　高知県選手選考会回　国民体育大会　高知県選手選考会回　国民体育大会　高知県選手選考会回　国民体育大会　高知県選手選考会

1日目(10日)12:00現在 天候:晴れ 気温:27.5℃ 湿度:77% 風:南東 1.0m/s 気圧:1009hPa
2日目(11日)12:00現在 天候:曇り 気温:26.5℃ 湿度:92% 風:南東 1.2m/s 気圧:1007hPa
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