
平成22年7月4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
12:00現在 天候:曇り 気温:29.5℃ 湿度:85% 風:南 1.1m/s 気圧: 996hPa

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
4日 ５０ｍ 坂本　崇輔　(2)  9.05 北村　　天　(2)  9.07 宮内　喬也　(2)  9.18 森澤　凜久　(1)  9.20 山西　宏長　(2)  9.27 宗石　悠希　(2)  9.29 久保　悠人　(2)  9.38

1･2年 風 土佐JAC-1.7 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ-0.7 ｱｽﾘｰﾄ嶺北-0.5 ｸﾗﾌﾞとさ-0.7 いの町陸上教室-1.5 山田ｸﾗﾌﾞ-1.8 須崎JAC-1.5
4日 １００ｍ 加納　楓斗　(4) 14.97 三浦　祐真　(4) 15.83 岡村　尚哉　(4) 16.01 三好　翔瑠　(4) 16.05 新谷　竜平　(4) 16.18 北川　文太　(4) 16.20 岡村　哉汰　(4) 16.22 井上　輝一　(4) 16.24

3･4年 風 野市JAC-1.2 NGR ｱｽﾘｰﾄすくも-1.2 ｼﾃｨｸﾗﾌﾞ-1.7 高知unionJAC-0.6 ｱｽﾘｰﾄすくも-1.2 大方JAC-1.7 大津FRC-1.2 土佐JAC-1.1
4日 １００ｍ 花尾　康哉　(5) 13.93 西森　大起　(5) 14.62 吉田　智拓　(5) 14.77 道中　優汰　(5) 14.88 隅田涼太郎　(5) 14.88 武政龍之介　(5) 15.03 明石　颯斗　(5) 15.19

5年 風:-0.6 宿毛JAC NGR 土佐JAC 四万十ｱｽﾘｰﾄ 土佐JAC 高知橘ｸﾗﾌﾞ 土佐JAC 土佐JAC
4日 １００ｍ 山岡　大悟　(6) 14.02 榮枝　裕貴　(6) 14.14 深尾　拓海　(6) 14.37 中村　一清　(6) 14.49 前田　健汰　(6) 14.50 谷口　流星　(6) 14.77 竹村　逸己　(6) 14.87 都築　一誠　(6) 14.89

6年 風:-1.4 中村JAC 高知橘ｸﾗﾌﾞ 吉良川JAC 土佐JAC 窪川JRC 田野々ｸﾗﾌﾞ 吉良川JAC 大方JAC
小 4日 ８０ｍＨ 上久保慎平　(6) 13.82 山岡　大悟　(6) 14.34 森田　一慶　(5) 14.64 隅田涼太郎　(5) 15.30 谷内　稜晟　(6) 15.72 奥谷　英宗　(6) 15.73 野村　洸太　(5) 16.21 濱田　　剛　(6) 17.64

風 香我美JAC+0.0 中村JAC+0.0 ｸﾗﾌﾞとさ+0.0 高知橘ｸﾗﾌﾞ+0.0 夜須JSC+0.0 高知くろしおｷｯｽﾞ-0.2 ｸﾗﾌﾞとさ-0.2 窪川JRC-0.2
4日 ４×１００ｍ ｱｽﾘｰﾄすくも  1:05.17 土佐JAC-A  1:07.42 須崎JAC-A  1:07.67 大方JAC  1:08.85 長岡ｸﾗﾌﾞA  1:09.19 ｱｽﾘｰﾄ嶺北A  1:09.56 中村JAC-A  1:09.68 野市JAC-B  1:10.39

学 1～4年    井垣　伊織　(4)    平田悠一郎　(4)    橋田　　隼　(4)    西地　日和　(4)    溝渕　開功　(4)    山中　壱星　(4)    西尾　陽聖　(3)    原　　和史　(3)
   新谷　竜平　(4)    井上　輝一　(4)    土本　怜旺　(4)    中澤　龍世　(4)    刈谷　聡太　(3)    黒岩　洸太　(3)    竹田　圭志　(4)    恒石　楓太　(4)
   佐田　登哉　(4)    森岡　　誠　(4)    小野　貴史　(3)    藤崎　大海　(4)    葛岡　佳展　(3)    渡邊　太貴　(4)    佐竹りゅう　(4)    岡林　聖弥　(4)

男    三浦　祐真　(4)    山本　竣介　(4)    海地　賢斗　(3)    北川　文太　(4)    友村　太紀　(4)    宮内　昂希　(4)    岡村　瑳助　(3)    杉本挿太郎　(3)
4日 ４×１００ｍ 土佐JAC-A 57.24 中村JAC-A 57.53 窪川JRC 57.96 香我美JAC 58.28 土佐JAC-B  1:02.26 ｱｽﾘｰﾄすくも  1:03.39 大津FRC  1:05.25 夜須JSC  1:05.52

5･6年    武政龍之介　(5)    大谷　彪真　(6)    濱田　　剛　(6)    梶原龍之介　(5)    入交　智宏　(5)    中野　隆哉　(5)    島崎　嵩大　(5)    溝渕　右京　(6)
子    中村　一清　(6)    山岡　大悟　(6)    前田　健汰　(6)    高田　昂輝　(6)    近藤　赳司　(6)    東　　拓実　(5)    土居　聖幸　(5)    谷内　稜晟　(6)

   西森　大起　(5)    大山　竜和　(6)    東　　純司　(6)    浜口弥夢太　(5)    入交　雅宏　(5)    堀岡　大暉　(5)    岡林　真世　(5)    武田　莉久　(6)
   道中　優汰　(5)    金沢　良太　(6)    氏原　雅之　(6)    上久保慎平　(6)    高石　一馬　(6)    谷岡　宰宜　(6)    濱田　聖生　(5)    前田　琢斗　(5)

4日 走高跳 高田　昂輝　(6) 1m25 奥谷　英宗　(6) 1m20 高石　一馬　(6) 1m15
5･6年 香我美JAC 高知くろしおｷｯｽﾞ 土佐JAC

4日 走幅跳 竹村　逸己　(6)   4m48 中村　一清　(6)   4m40 深尾　拓海　(6)   4m37 金沢　良太　(6)   4m05 谷口　流星　(6)   4m04 西森　大起　(5)   4m02 森田　一慶　(5)   3m99 高石　一馬　(6)   3m97
5･6年 吉良川JAC +0.6 土佐JAC +0.4 吉良川JAC +0.1 中村JAC -0.3 田野々ｸﾗﾌﾞ +1.3 土佐JAC +0.0 ｸﾗﾌﾞとさ +1.3 土佐JAC +1.6

4日 ソフトボール投 榮枝　裕貴　(6)  63m21 谷内　稜晟　(6)  58m22 竹平昇太郎　(6)  52m85 谷口　　魁　(5)  51m86 三石　智史　(6)  51m69 西川　雄規　(5)  50m68 大久保亮汰　(5)  47m71 東　　純司　(6)  47m47
5･6年 高知橘ｸﾗﾌﾞ 夜須JSC 高知くろしおｷｯｽﾞ 中津ｼﾞｭﾆｱ 西土佐JAC 大津FRC いの町陸上教室 窪川JRC

4日 ５０ｍ 仙頭万寿花　(2)  9.20 宗石実珠綺　(2)  9.28 桑原千沙希　(2)  9.31 岩川　侑加　(2)  9.56 森田　愛叶　(2)  9.60 柏井　悠里　(2)  9.63 溝渕　　楓　(2)  9.65 溝渕　りか　(2)  9.82
1･2年 風 吉良川JAC-0.8 山田ｸﾗﾌﾞ-0.3 長岡ｸﾗﾌﾞ-0.6 吉良川JAC-0.6 須崎JAC-0.9 土佐JAC-0.6 ｱｽﾘｰﾄ嶺北-0.3 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ-0.8

4日 １００ｍ 徳永　彩美　(4) 16.02 深尾　　茜　(4) 16.06 山本　玲奈　(4) 16.41 鎌倉なぎさ　(4) 16.48 豊永　朱理　(4) 16.56 濱田　利紗　(4) 16.59 奥村　奈生　(4) 16.62 形岡　里歩　(4) 16.74
3･4年 風 ｸﾗﾌﾞとさ-2.0 吉良川JAC-0.7 中村JAC-1.7 土佐JAC-1.9 中村JAC-0.3 窪川JRC-1.1 窪川JRC-0.1 土佐JAC+0.0

4日 １００ｍ 小松三紗季　(5) 14.86 澤田　明希　(5) 15.11 傍士愛夕乃　(5) 15.73 今城　　桃　(5) 15.82 森光なるみ　(5) 15.94 黒岩星紗碧　(5) 16.15 竹内友樹子　(5) 16.15 西岡姫名乃　(5) 16.36
5年 風:-0.4 高知くろしおｷｯｽﾞ 春野JAC 長岡ｸﾗﾌﾞ ｱｽﾘｰﾄすくも 須崎JAC 高知橘ｸﾗﾌﾞ 芸西JAC 吉良川JAC

小 4日 １００ｍ 窪田　萌花　(6) 14.08 橋田侑里華　(6) 14.18 依光　彩純　(6) 14.50 町田有佳子　(6) 14.64 藤田　玲奈　(6) 14.75 入交　加菜　(6) 14.78 渡辺　華帆　(6) 14.88 池本有加里　(6) 14.94
6年 風:-2.1 吉良川JAC 土佐JAC 山田ｸﾗﾌﾞ 土佐JAC 須崎JAC 夜須JSC ｱｽﾘｰﾄすくも 四万十ｱｽﾘｰﾄ

4日 ８０ｍＨ 窪田　萌花　(6) 13.55 渡辺　華帆　(6) 14.49 杉本安莉沙　(6) 15.08 田野日菜乃　(6) 15.62 野本　綾乃　(6) 16.15 黒岩星紗碧　(5) 16.55 酒井　優衣　(6) 17.37 大方JAC+0.2
学 風 吉良川JAC+0.0 NGR ｱｽﾘｰﾄすくも+0.0 高知橘ｸﾗﾌﾞ+0.2 野市JAC+0.1 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ+0.0 高知橘ｸﾗﾌﾞ+0.1 野瀬　愛未　(6) 17.37 高知橘ｸﾗﾌﾞ+0.1

4日 ４×１００ｍ 中村JAC-A  1:05.08 窪川JRC  1:05.11 土佐JAC-A  1:06.60 吉良川JAC-A  1:07.18 ｸﾗﾌﾞとさ  1:08.55 長岡ｸﾗﾌﾞB  1:08.81 南国鉄人ｸﾗﾌﾞA  1:08.83 中村JAC-B  1:09.21
1～4年    村上　朋華　(3)    奥村　奈生　(4)    宮﨑　彩木　(4)    仙頭万寿花　(2)    森川　夏帆　(4)    桑原千沙希　(2)    山﨑万耶子　(4)    黒石　芙羽　(3)

   山本　玲奈　(4)    西田　ゆめ　(4)    鎌倉なぎさ　(4)    山崎　菜瑠　(4)    河合　優佳　(4)    小笠原七海　(4)    武市　歩果　(4)    田中　愛夕　(4)
   豊永　朱理　(4)    多賀　彩乃　(4)    道中　彩華　(3)    岡　妃菜香　(4)    井上　美雨　(4)    和田　萌莉　(4)    溝渕　まい　(4)    森木　　鈴　(3)

女    野島　萌夏　(4)    濱田　利紗　(4)    形岡　里歩　(4)    深尾　　茜　(4)    徳永　彩美　(4)    川崎かおる　(4)    松木　琴美　(3)    宮地　陽菜　(3)
4日 ４×１００ｍ 土佐JAC-A 57.18 須崎JAC-A 57.50 吉良川JAC 58.60 山田ｸﾗﾌﾞA  1:00.43 ｱｽﾘｰﾄすくも  1:00.75 土佐JAC-B  1:00.80 佐川JAC-A  1:01.29 楽走会  1:02.58

5･6年    十河　侑依　(6)    大西　潮音　(6)    仙頭　志保　(6)    町田　芽依　(6)    中野　怜奈　(5)    渡邊　　宝　(6)    清水　　光　(6)    前田　莉唯　(6)
子    橋田侑里華　(6)    藤山　佳子　(6)    浦川　真季　(6)    大塚　友暉　(6)    渡辺　華帆　(6)    曽我部万菜　(6)    大原　真帆　(6)    長谷川　明　(6)

   柏井　麻那　(6)    松浦　知里　(6)    西岡姫名乃　(5)    天野　歩香　(6)    松田　苑夏　(6)    森本あさひ　(6)    高橋　　雅　(6)    大石　奏瑠　(6)
   町田有佳子　(6)    藤田　玲奈　(6)    窪田　萌花　(6)    依光　彩純　(6)    今城　　桃　(5)    片岡　夢佳　(6)    岡林　姫花　(6)    原　　菜穂　(6)

4日 走高跳 曽我部万菜　(6) 1m30 高橋　由菜　(6) 1m25 野市JAC 原　　菜穂　(6) 1m15 楽走会 宮崎美奈代　(6) 1m15 野本　綾乃　(6) 1m10 大川　優乃　(6) 1m10
5･6年 土佐JAC 田野日菜乃　(6) 1m25 野市JAC 大石　奏瑠　(6) 1m15 楽走会 西土佐JAC 南国鉄人ｸﾗﾌﾞ ｱｽﾘｰﾄ嶺北

4日 走高跳 田野日菜乃　(6) 1m26 高橋　由菜　(6) 1m25
決定戦 野市JAC 野市JAC

4日 走幅跳 曽我部万菜　(6)   4m66 藤田　玲奈　(6)   4m37 橋田侑里華　(6)   4m27 池本有加里　(6)   4m04 森知　芽生　(6)   3m98 仙頭　志保　(6)   3m96 大西　潮音　(6)   3m89 浦川　真季　(6)   3m83
5･6年 土佐JAC +0.3 須崎JAC +0.0 土佐JAC +0.1 四万十ｱｽﾘｰﾄ +0.3 長岡ｸﾗﾌﾞ +0.6 吉良川JAC +0.8 須崎JAC +1.3 吉良川JAC +0.0

4日 ソフトボール投 杉本　知佳　(6)  49m42 入交　加菜　(6)  45m21 高橋　愛佳　(5)  37m06 前田　莉唯　(6)  35m38 酒井　優衣　(6)  33m16 大野　　舞　(5)  30m66 松浦　知里　(6)  29m43 坂本　奈穂　(5)  28m59
5･6年 高知くろしおｷｯｽﾞ NGR 夜須JSC 高知くろしおｷｯｽﾞ 楽走会 大方JAC 中津ｼﾞｭﾆｱ 須崎JAC 山田ｸﾗﾌﾞ

第第第第26回　全国小学生陸上競技交流大会　高知県選考会回　全国小学生陸上競技交流大会　高知県選考会回　全国小学生陸上競技交流大会　高知県選考会回　全国小学生陸上競技交流大会　高知県選考会

NGR:大会新記録

小松　樹(2) 大津FRC-0.5 9.42
竹内　廉(2) 香我美JAC-0.5 9.42


