
・オリンポス四万十杯　　土佐JAC

 ・優秀競技者賞

男子　結城　匠輝（６年）土佐JAC

女子　池上　林檎（６年）中村JAC

第27回高知県スポーツ少年団総合交流大会

陸上競技の部　競技結果



種目

2年　 50m 濵田　宗樹(2) 8.43 山本　大翔(2) 8.53 横田　誉晴(2) 8.83 玉木　遙真(2) 9.23 野口  東馬(2) 9.40 内田　泰平(2) 9.45

クラブとさ 芸西JAC 野市JAC クラブとさ 香我美JAC まほろば南国

3･4年　100m 杉村　真弘(4) 15.67 澤田　　敏(3) 15.72 結城　輝璃(3) 15.90 森本　冬馬(4) 16.07 川本　啓太(4) 16.09 山本　健翔(4) 16.15

土佐JAC アスリートすくも 土佐JAC 夜須JSC まほろば南国 芸西JAC

2～4年4×100mR 夜須JSC・A 67.25 中村JAC 67.31 香我美JAC・B 67.44 まほろば南国 68.36 ｸﾗﾌﾞとさ 70.17 土佐JAC・B 70.56

島村　陽斗(4) 宮崎　月杜(3) 河口  海翔(4) 上森　理玄(4) 川上　世楽(4) 大西　湊太(4) 

奥田　宙知(4) 野村駿乃介(4) 野村咲太朗(4) 川本　啓太(4) 野田　紅葉(4) 濱田　悠斗(4) 

森本　冬馬(4) 川添晃太郎(4) 井上  陽天(4) 中沢　怜久(3) 山西　泰瑛(4) 和田    煌(4) 

浜口　大和(4) 沖　　周生(3) 中山  陽斗(3) 高橋　悠翔(4) 細川　侑大(3) 窪内　柚希(4) 

3･4年　走幅跳 結城　輝璃(3) 3m82 三輪　祐斗(3) 3m60 濱田　悠斗(4) 3m29 伊勢谷　亮(4) 3m24 中山  陽斗(3) 3m24 高橋　悠翔(4) 3m24

土佐JAC 土佐JAC 土佐JAC 土佐JAC 香我美JAC まほろば南国

5･6年　100m 濵田　碧海(6) 13.55 平野　秀直(6) 13.78 平田　稜賀(6) 13.85 結城　匠輝(6) 13.97 伊藤　吏桜(6) 14.29 石元　碧泉(5) 14.33

クラブとさ 野市JAC クラブとさ 土佐JAC 中村JAC 土佐JAC

5･6年　1000m 辻  　信希(6) 3:18.15 永田    梁(6) 3:26.56 岩元　太志(5) 3:34.95 吉尾　飛来(6) 3:38.95 池上　太陽(5) 3:39.29 岡崎　健太(6) 3:39.45

野市JAC 香我美JAC 野市JAC 大方JAC 中村JAC 中村JAC

5･6年　80mH 島村　澄空(6) 14.37 千屋　正輝(6) 15.43 金子　竜也(6) 16.26 真浜　虹光(6) 18.83 宗石仁之介(5) 18.83 大岸　賢世(5) 18.86

アスリートすくも 土佐JAC 中村JAC 中村JAC 野市JAC まほろば南国

5･6年　4×100mR 土佐JAC･A 55.96 クラブとさ 56.01 野市JAC･A 57.05 中村JAC 57.14 土佐JAC･B 59.59 まほろば南国・A 59.61

石元　碧泉(5) 玉木　創大(6) 辻  　信希(6) 金子　竜也(6) 松岡　　蒼(5) 松田涼太郎(5) 

結城　匠輝(6) 濵田　碧海(6) 平野　秀直(6) 西内　祐仁(6) 是永　龍馬(6) 高芝　栄人(5) 

高橋　佳史(6) 門田　友助(6) 岩元　太志(5) 池上　太陽(5) 武市　達暁(6) 中沢　帆人(6) 

浦松　知寛(5) 平田　稜賀(6) 渡邊　光輝(6) 伊藤　吏桜(6) 千屋　正輝(6) 大西　晄正(6) 

5･6年　走高跳 大西　晄正(6) 1m35 岩元　太志(5) 1m30 平野　秀直(6) 1m25 門田　友助(6) 1m20 山内　惺名(6) 1m15 島村　澄空(6) 1m15

まほろば南国 野市JAC 野市JAC クラブとさ 香北ｸﾗﾌﾞ アスリートすくも

5･6年　走幅跳 結城　匠輝(6) 4m73 辻  　信希(6) 4m10 松岡　　蒼(5) 3m96 大西　晄正(6) 3m82 石元　碧泉(5) 3m81 玉木　創大(6) 3m63

土佐JAC 野市JAC 土佐JAC まほろば南国 土佐JAC クラブとさ

5･6年ジャベリック 西内　祐仁(6) 48m81 金子　真也(5) 41m53 高橋　佳史(6) 40m02 濱田　悠大(5) 39m77 山脇　叶大(5) 37m56 中脇　叶波(6) 37m19

ボール投げ 中村JAC 中村JAC 土佐JAC 中村JAC 羽根陸上ｸﾗﾌﾞ まほろば南国
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種目

2年　 50m 片岡  美月(2) 9.04 萩野　海月(2) 9.16 片岡  もも(2) 9.18 谷　  七海(2) 9.33 中山  瑞月(2) 9.37 佃　  琴乃(2) 9.42

香我美JAC 香北ｸﾗﾌﾞ 香我美JAC 土佐JAC 香我美JAC 羽根陸上ｸﾗﾌﾞ

3･4年　100m 岡林　結衣(3) 15.88 川下 彩衣（4） 16.33 辻　　萌那(4) 16.41 森田　彩友(4) 16.60 桑原　海夕(4) 17.15 橋本七愛音(3) 17.20

まほろば南国 香我美JAC 中村JAC 芸西JAC 中村JAC 土佐JAC

2～4年4×100mR 中村JAC 65.67 まほろば南国 65.97 野市JAC 69.75 土佐JAC 70.51 羽根陸上ｸﾗﾌﾞ 70.90 吉良川JAC 70.97

沖本　花音(3) 仁尾　摘麦(3) 大石　藍子(3) 橋本七愛音(3) 檜垣瑛恋那(4) 川口  　愛(4) 

辻　　萌那(4) 岡林　結衣(3) 黒瀬　美空(3) 山下　和夢(4) 前田　梨乃(4) 田口瑚真知(4) 

桑原　海夕(4) 森本　結衣(4) 島内　杏夢(4) 谷　  七海(2) 東野　寧音(3) 岩田　陽菜(3) 

有光菜穂子(3) 関田　結菜(4) 宮西　彩佳(4) 大﨑　楓果(4) 岡﨑　絢音(4) 植野  陽菜(4) 

3･4年　走幅跳 山下　和夢(4) 3m47 岡林　結衣(3) 3m34 関田　結菜(4) 3m23 仁尾　摘麦(3) 3m09 川下 彩衣（4） 3m06 公文 愛香（4） 2m99

土佐JAC まほろば南国 まほろば南国 まほろば南国 香我美JAC 香我美JAC

5･6年　100m 坂口みなみ(6) 13.80 岡本美梨亜(6) 14.51 岡林　沙季(5) 14.65 戎崎　　蘭(6) 15.05 山﨑　彩加(6) 15.17 中山　莉唯(6) 15.25

吉良川JAC アスリートすくも まほろば南国 芸西JAC 芸西JAC まほろば南国

5･6年　1000m 岡松　花音(6) 3:27.15 黒石 藍巴（5） 3:35.82 澤　　可憐(6) 3:43.86 周治　茉侑(6) 3:53.44 横山　心咲(5) 3:56.65 野島　玲杏(6) 4:01.04

野市JAC 香我美JAC 野市JAC 中村JAC まほろば南国 中村JAC

5･6年　80mH 岡松　花音(6) 14.28 河崎　七海(6) 15.86 野島　玲杏(6) 17.64 小原　花奈(5) 18.15 松崎　未桜(5) 20.08 以下なし

野市JAC 野市JAC 中村JAC まほろば南国 芸西JAC

5･6年　4×100mR 吉良川JAC･A 57.02 野市JAC･A 58.78 まほろば南国 59.04 芸西JAC 60.95 土佐JAC 61.52 中村JAC 61.72

浦川　一加(6) 河崎　七海(6) 太田心々菜(5) 吉良　愛美(6) 門田　菜緒(5) 周治　茉侑(6) 

坂口みなみ(6) 岡松　花音(6) 岡林　沙季(5) 山﨑　彩加(6) 横山穂乃翔(5) 上田　　椿(5) 

徳弘　もも(6) 山中　理子(5) 横山　心咲(5) 小西　柚葉(6) 福井　想菜(5) 池上　林檎(6) 

谷口希那里(6) 大石　夕月(6) 中山　莉唯(6) 戎崎　　蘭(6) 岡林　姫叶(5) 有光菜々子(6) 

5･6年　走高跳 岡本美梨亜(6) 1m20 黒瀬　美海(6) 1m15 萩野　七海(6) 1m15 川村　桃葉(6) 1m10 横山　心咲(5) 1m10 山中　理子(5) 1m05

アスリートすくも 野市JAC 香北ｸﾗﾌﾞ 香北ｸﾗﾌﾞ まほろば南国 野市JAC

5･6年　走幅跳 谷口希那里(6) 3m85 坂口みなみ(6) 3m85 横山穂乃翔(5) 3m60 福井　想菜(5) 3m54 谷　　彩色(5) 3m50 大石　夕月(6) 3m47

吉良川JAC 吉良川JAC 土佐JAC 土佐JAC 野市JAC 野市JAC

5･6年ジャベリック 池上　林檎(6) 47m87 川村　桃葉(6) 31m82 岩田　羽南(6) 24m50 濵渦　心咲(5) 23m77 以下なし

ボール投げ 中村JAC 香北ｸﾗﾌﾞ 吉良川JAC 羽根陸上ｸﾗﾌﾞ
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