
男　子 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場

平成23年6月4日（土）～6月6日（月）

日付 種目
5日 １００ｍ 長尾　侑樹(3) 11.03 森野　将太(3) 11.09 中内　亮太(1) 11.23 木村　恭士(3) 11.27 岡　将(3) 11.32 岡本　昂(2) 11.44 小原　好輝(3) 11.47 中田  慎二(3) 11.49

風:-0.6 城南高 富岡東高 徳島北高 城ノ内高 名西高 鳴門高 勝浦高 城南高
6日 ２００ｍ 森野　将太(3) 21.92 服部　太紀(2) 22.30 木村　恭士(3) 22.37 瓜生田　将矢(3) 22.54 岡本　昂(2) 22.56 鵜飼　亮一(1) 22.65 向井　浩祐(3) 22.80 髙田　祥平(3) 22.93

風:+1.9 富岡東高 鳴門工高 城ノ内高 阿波高 鳴門高 鳴門高 鳴門高 城ノ内高
4日 ４００ｍ 瓜生田　将矢(3) 49.43 服部　太紀(2) 50.30 小島  正人(3) 51.34 庄野　翔太(3) 51.35 三原　泰起(1) 51.65 岡本　昂(2) 51.86 池本　学世(3) 52.08

阿波高 鳴門工高 城南高 富岡西高 城南高 鳴門高 徳島市立高
6日 ８００ｍ 笠原　巧巳(2)  1:57.54 藤  諒健(3)  1:57.64 蔭藤　拓弥(3)  1:59.30 江濱　明起(3)  2:00.79 森下　誠実(2)  2:00.99 西岡　大輝(3)  2:01.40 村上　聡(2)  2:04.06 佐藤　智仁(2)  2:08.95

鳴門高 城南高 鳴門高 美馬商高 富岡東高 富岡東高 城ノ内高 富岡東高
4日 １５００ｍ 下藪　智史(3)  3:59.02 笠原　巧巳(2)  3:59.72 藤本　昻平(3)  4:04.37 蔭藤　拓弥(3)  4:07.34 前田　拓志(2)  4:09.10 片矢　健登(3)  4:09.79 村上　聡(2)  4:11.63 雑賀　真人(3)  4:15.82

富岡東高 鳴門高 美馬商高 鳴門高 富岡東高 徳島科技高 城ノ内高 城ノ内高
6日 ５０００ｍ 木下　翼(2) 15:29.58 藤本　昻平(3) 15:30.46 山下　貴也(3) 15:33.96 中野　雅俊(2) 15:46.15 祖川　昌也(3) 15:58.16 賀上　陽介(3) 16:10.27 藤田　頌大(3) 16:17.52 橋本　翔真(2) 16:19.37

美馬商高 美馬商高 美馬商高 鳴門高 徳島科技高 富岡東高 城ノ内高 城ノ内高
4日 １１０ｍＨ(1.067m) 阿部　誠(3) 15.70 川田　竜哉(1) 16.24 小林　拓哉(1) 16.62 前田　拓也(3) 16.70 村上　彰将(3) 16.84 磯村　祐太(3) 16.86 前田　優也(3) 16.91 武田 涼介(3) 16.92

風:-2.1 徳島北高 名西高 小松島高 海部高 徳島北高 城ノ内高 海部高 阿南高専
5日 ４００ｍＨ(0.914m) 阿部　誠(3) 56.14 森　健人(3) 57.38 庄野　翔太(3) 58.11 服部　太紀(2) 58.81 中内　拓司(3) 59.17 前田　優也(3)  1:00.86 稲井　達也(1)  1:02.18 佐久間　裕也(2)  1:09.70

徳島北高 城南高 富岡西高 鳴門工高 海部高 海部高 城ノ内高 鳴門高
5日 ３０００ｍＳＣ 下藪　智史(3)  9:36.07 川田　亮皓(3)  9:40.86 賀家　拓海(3)  9:51.05 鎌田　佑(3)  9:51.22 佐藤　洸大(3)  9:54.53 中山　稜太(2)  9:58.46 元下　都葉唆(2)  9:58.68 藤田　裕介(2) 10:48.67

富岡東高 徳島科技高 富岡東高 富岡東高 美馬商高 徳島科技高 徳島科技高 美馬商高
4日 ５０００ｍＷ 三輪　拓哉(3) 23:25.90 佐々木　星輝(1) 26:25.52

徳島科技高 徳島科技高
4日 ４×１００ｍ 鳴門高 42.72 城ノ内高 42.88 徳島北高 43.31 城南高 43.49 徳島市立高 43.65 鳴門工高 43.81 徳島文理高 44.70 徳島科技高 44.83

   向井　浩祐(3)    清水　翔吾(2)    池脇　圭司(2)    中田  慎二(3)    岡本　晃汰(3)    奥谷　泰士(3)    別宮　彰起(2)    岩森　皓平(2)

   岡本　昂(2)    木村　恭士(3)    中内　亮太(1)    長尾　侑樹(3)    谷口　翔(2)    森下　将貴(2)    田中　悠佑(1)    出渕　史也(2)

   佐久間　裕也(2)    髙田　祥平(3)    阿部　隼人(2)    小島  正人(3)    秋山　亘(3)    服部　太紀(2)    羽山　拓海(1)    猪子　展光(1)

   鵜飼　亮一(1)    鎌田　充明(2)    稲江　祐太(2)    越野　友貴(3)    松永　晃典(2)    大藤　将志(1)    松内　幸四郎(2)    岩花　響(2)
6日 ４×４００ｍ 城南高  3:21.25 鳴門高  3:23.29 徳島市立高  3:23.54 徳島北高  3:28.51 城ノ内高  3:28.93 海部高  3:29.19 富岡東高  3:29.41 鳴門工高  3:29.83

   三原　泰起(1) NGR    向井　浩祐(3)    桑村　大地(1)    岡田　康平(2)    鎌田　充明(2)    中内　拓司(3)    西岡　大輝(3)    森下　将貴(2)

   小島  正人(3)    岡本　昂(2)    池本　学世(3)    阿部　隼人(2)    木村　恭士(3)    灘　秀馬(3)    佐藤　智仁(2)    大藤　将志(1)

   長尾　侑樹(3)    蔭藤　拓弥(3)    佃　陽介(3)    魚谷　勇斗(2)    四宮　湧祐(2)    長濵　奈樹(3)    森下　誠実(2)    奥谷　泰士(3)

   藤  諒健(3)    笠原　巧巳(2)    秋山　亘(3)    阿部　誠(3)    髙田　祥平(3)    横尾　完太(3)    下藪　智史(3)    服部　太紀(2)

5日 走高跳 森　啓憲(3) 1m82 野田　直暉(1) 1m79 橋本　成(2) 1m79 小林　航(3) 1m70 後藤　佑介(2) 1m65 佐藤　峻(2) 1m65 山名　啓介(3) 1m60 同順:小島　央之(2) 1m60
海部高 徳島北高 阿南高専 城北高 脇町高 海部高 脇町高 海部高

4日 棒高跳 堀江　佳弘(3) 4m10 平島　瑛織(2) 3m70 日野　功揮(3) 3m40 古林　大空(2) 3m40 川西　諒(1) 3m20 杉﨑　功啓(1) 3m20
城ノ内高 城ノ内高 城西高 徳島科技高 脇町高 城ノ内高

4日 走幅跳 山村　拓磨(3)   7m05 木村　恭士(3)   6m86 椢原　功輝(3)   6m80 越野　友貴(3)   6m61 伊坂　孟紘(1)   6m59 高原　徹(3)   6m50 元村　和彦(2)   6m44 四宮　湧祐(2)   6m28
名西高+1.4 城ノ内高+3.5 鳴門高+1.8 城南高+2.4 鳴門高+1.5 海部高+2.0 阿波高+2.9 城ノ内高+2.5

6日 三段跳 椢原　功輝(3)  14m75 山村　拓磨(3)  14m40 高原　徹(3)  13m68 元村　和彦(2)  13m12 出渕　史也(2)  13m03 四宮　湧祐(2)  13m00 鎌田　充明(2)  12m82 森脇　裕也(2)  12m66
鳴門高+2.6 名西高+2.7 海部高+2.8 阿波高+1.2 徳島科技高+3.6 城ノ内高+2.0 城ノ内高+2.0 海部高+1.8

6日 砲丸投(6.000kg) 武田　歴次(1)  14m84 山口　貴大(2)  13m40 岡　芳生(3)  13m32 小松　義明(1)  12m41 先田　友祐(2)  12m26 多田　将(3)  11m73 清重　貴仁(3)  11m42 濵　佑城(1)  11m23
生光学園高 NGR 徳島北高 生光学園高 城西高 城西高 阿南高専 城ノ内高 徳島科技高

4日 円盤投(1.750kg) 武田　歴次(1)  40m63 小松　義明(1)  34m84 片山　雄基(3)  34m77 下川　智史(3)  32m47 平岡　優康(3)  31m21 天羽　俊博(3)  28m42 岸野　有起(3)  26m98 清重　貴仁(3)  26m16
生光学園高 城西高 海部高 海部高 阿波高 鳴門高 富岡西高 城ノ内高

4日 ハンマー投(6.000kg) 岡　芳生(3)  51m17 先田　友祐(2)  46m99 小松　義明(1)  44m71 山口　貴大(2)  31m83 大林　伸浩(2)  31m76 中山　鉄郎(3)  25m39 鎌矢　拓真(3)  19m45 橋本　将吾(2)  16m70
生光学園高 城西高 城西高 徳島北高 勝浦高 勝浦高 徳島科技高 富岡西高

5日 やり投(0.800kg) 片山　雄基(3)  59m61 岸野　有起(3)  52m03 山口　貴大(2)  48m55 加藤　和(3)  45m20 湯佐　祥太(2)  43m87 中山　鉄郎(3)  43m81 下川　智史(3)  42m03 橋本　将吾(2)  39m67
海部高 NGR 富岡西高 徳島北高 貞光工高 阿波高 勝浦高 海部高 富岡西高

5日 八種競技 村上　彰将(3)  4025 堀江　佳弘(3)  3999 小林　拓哉(1)  3927 土井　孝士郎(1)  3828 串宮　健太(3)  3757 髙井　健吾(2)  3707 田辺　純也(1)  3704 蓮池　祥大(2)  3187
徳島北高 城ノ内高 小松島高 城ノ内高 勝浦高 城西高 城西高 城ノ内高

都道府県予選会の校数・人数 NGR:大会新記録 主催者　

　後　援　
この成績表は１部提出のこと。 記 録 主  任　　　　川井　　賢一　

総　　    務　　　　山本　　貴春　
ﾄﾗｯｸ審 判 長　　　　岸　　　　勉　
ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長　　　　上田　　善一　
競技者審判長　　　　吉崎　　義治　

12.23-5m10-8m30-55.78
16.22-26m35-1m65-5:09:38

12.14-5m33-8m62-53.64
17.64-27m00-1m45-5:05.08

12.33-5m21-7m90-58.05
17.40-37m95-1m53-5:11.24

12.18-5m63-6m45-55.13
19.02-30m41-1m45-4:48.84

７位 ８位

徳島県高等学校体育連盟
徳 島 陸 上 競 技 協 会
徳 島 県 教 育 委 員 会
徳 島 新 聞 社

12.61-5m80-8m53-58.55
19.33-35m36-1m68-5:19.02

12.15-5m25-7m91-57.16
20.76-19m44-1m45-

5:18.11

　　第51回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技　　第51回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技　　第51回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技　　第51回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技

３位 ４位

　　兼　第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会徳島県予選会　決勝成績一覧表　　兼　第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会徳島県予選会　決勝成績一覧表　　兼　第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会徳島県予選会　決勝成績一覧表　　兼　第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会徳島県予選会　決勝成績一覧表
６位５位

参加校数 30

１位 ２位

12.25-5m54-9m13-55.50
17.17-34m81-1m62-5:17.14

12.25-5m68-7m63-53.10
16.90-12m86-1m68-4:48.92

参加人数 358 日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

6月4日 14:00 晴れ 24.2℃ 69% 南南東 2.2m/s

6月5日 13:00 曇り 21.6℃ 74% 南南東 2.1m/s

6月6日 12:00 晴れ 26.4℃ 48% 北北東 2.1m/s



女　子 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場

平成23年6月4日（土）～6月6日（月）

日付 種 目
5日 １００ｍ 小山　晶(2) 12.34 庄野　奈穂(1) 12.75 福井　桃子(3) 13.01 尾崎　夏菜(3) 13.07 笹田　ひかり(3) 13.40 實平　莉紅(3) 13.43 渡邉　優(3) 13.50 蔭川　範子(2) 13.52

風:-1.3 鳴門高 徳島市立高 富岡東高 富岡東高 城ノ内高 鳴門高 脇町高 名西高
6日 ２００ｍ 小山　晶(2) 24.86 中西　未織(2) 25.90 庄野　奈穂(1) 25.92 福井　桃子(3) 26.73 松村　真佑美(1) 27.13 蔭川　範子(2) 27.50 藤　香保里(3) 27.73 濱田　真実(2) 28.38

風:+1.8 鳴門高 NTH NGR 鳴門高 徳島市立高 富岡東高 阿波高 名西高 城ノ内高 徳島商高
4日 ４００ｍ 中西　未織(2) 59.19 久保　こころ(2)  1:00.48 長田　悠希(3)  1:03.15 麻植　遥(1)  1:03.57 片岡　里穂(2)  1:04.04 後藤　ゆき子(1)  1:06.25 渡辺　翔子(3)  1:07.07 片田　知里(3)  1:08.65

鳴門高 城ノ内高 城東高 鳴門高 富岡東高 富岡東高 城ノ内高 富岡東高
6日 ８００ｍ 川西　早穂(1)  2:17.42 岡田　唯(3)  2:18.25 久保　こころ(2)  2:18.29 土井　瑠季(3)  2:20.67 下向　菜穂(2)  2:24.07 蒲生　千尋(3)  2:24.31 土壁　真紀(1)  2:24.31 佐野　彩(2)  2:34.33

富岡東高 美馬商高 城ノ内高 美馬商高 富岡東高 富岡東高 鳴門高 城ノ内高
4日 １５００ｍ 岡田　唯(3)  4:39.12 土井　瑠季(3)  4:46.06 岩浅　葉月(2)  4:52.09 吉本　晃恵(2)  4:54.84 多田　朱里(1)  4:57.96 山下　唯(3)  4:58.49 松倉　千尋(3)  5:00.37 遠藤　歩美(3)  5:09.03

美馬商高 美馬商高 富岡東高 鳴門高 鳴門高 小松島西高 富岡東高 富岡東高
6日 ３０００ｍ 岡田　唯(3)  9:45.03 吉本　晃恵(2)  9:58.26 奥内　千晴(3)  9:58.89 中川　真結(2) 10:06.54 岩浅　葉月(2) 10:13.38 阿利　美咲(2) 10:26.83 土壁　真紀(1) 10:39.76 高橋　里沙(3) 10:45.49

美馬商高 鳴門高 鳴門高 美馬商高 富岡東高 池田支援 鳴門高 富岡東高
6日 １００ｍＨ(0.840m) 立石　晴香(3) 14.79 桑渕　真帆(2) 15.32 佐藤　きらら(2) 16.27 藤木　夏帆(1) 16.45 外礒　瑞希(2) 18.00 堀江　奈々子(1) 19.56 大西　瑛子(2)       

風:+1.8 鳴門高 鳴門高 脇町高 鳴門高 海部高 富岡東高 富岡東高 DSQ
5日 ４００ｍＨ(0.762m) 立石　晴香(3)  1:06.00 麻植　遥(1)  1:09.48 佐藤　きらら(2)  1:11.66 吉田　茉由(2)  1:12.26 本田　敦子(3)  1:18.26 前　知佐(3)  1:20.02 伊藤　沙也加(2)  1:20.76

鳴門高 鳴門高 脇町高 徳島市立高 小松島高 徳島市立高 川島高
4日 ５０００ｍＷ 岡本　典子(2) 37:25.23 近藤　真帆(2) 40:08.85

富岡東高 富岡東高
4日 ４×１００ｍ 鳴門高 48.99 城ノ内高 52.02 徳島市立高 53.67 富岡東高 54.21 城東高 54.71

   實平　莉紅(3)    藤　香保里(3)    佐伯　仁美(2)    堀江　奈々子(1)    三木　まどか(3)

   清水　美来(3)    笹田　ひかり(3)    庄野　奈穂(1)    大西　瑛子(2)    芳岡　捺美(3)

   中西　未織(2)    本田　成美(3)    吉田　茉由(2)    岡崎　愛由(1)    阿部　悠夏(3)

   小山　晶(2)    浦山　満里奈(2)    前　知佐(3)    尾崎　夏菜(3)    長田　悠希(3)

6日 ４×４００ｍ 鳴門高  4:05.89 富岡東高  4:11.53 城ノ内高  4:13.48 徳島市立高  4:29.70 海部高  4:34.68 川島高  4:36.43 城東高  4:47.36

   立石　晴香(3)    片岡　里穂(2)    渡辺　翔子(3)    庄野　奈穂(1)    登井　真子(3)    片山　亜樹(3)    芳岡　捺美(3)

   清水　美来(3)    蒲生　千尋(3)    久保　こころ(2)    吉田　茉由(2)    久　美乃里(1)    杉本　静加(2)    長田　悠希(3)

   藤田　エミ(3)    下向　菜穂(2)    河野　由夏(2)    高木　真子(1)    松岡　ちあき(1)    川人　柚珠(1)    阿部　悠夏(3)

   中西　未織(2)    川西　早穂(1)    笹田　ひかり(3)    前　知佐(3)    冨田　ちづる(2)    林　亜佑美(3)    三木　まどか(3)

5日 走高跳 中西　千華(2) 1m62 藤田　エミ(3) 1m59 林　亜佑美(3) 1m59 川真田　紗也(2) 1m53 片山　紗樹(1) 1m45 片山　亜樹(3) 1m40 播磨　侑美(2) 1m35 岡崎　愛由(1) 1m35
城南高 鳴門高 川島高 徳島文理高 川島高 川島高 鳴門高 富岡東高

4日 走幅跳 清水　美来(3)   5m54 吉田　茉由(2)   5m25 浦山　満里奈(2)   5m15 佐藤　きらら(2)   5m06 前田　七穂(1)   4m92 本田　成美(3)   4m88 木村　美里(1)   4m70 芳岡　捺美(3)   4m69
鳴門高+1.9 徳島市立高+3.0 城ノ内高+1.8 脇町高+3.1 鳴門高+2.8 城ノ内高+2.5 阿波高+2.4 城東高+3.4

6日 砲丸投(4.000kg) 居川　汐里(2)  12m85 柏木　美穂(3)  12m01 村尾　茉優(1)  11m78 林　千春(3)  11m15 郡　小夏(2)   9m81 古川　涼夏(3)   9m08 岡崎　愛由(1)   6m54 元木　仁美(1)   5m80
生光学園高 生光学園高 徳島聾 生光学園高 徳島科技高 名西高 富岡東高 徳島市立高

4日 円盤投(1.000kg) 居川　汐里(2)  41m35 林　千春(3)  37m71 柏木　美穂(3)  28m21 郡　小夏(2)  28m06 村尾　茉優(1)  26m40 古川　涼夏(3)  25m88 坂本　有紗(1)  21m62 佐藤　志保(1)  19m45
生光学園高 生光学園高 生光学園高 徳島科技高 徳島聾 名西高 脇町高 脇町高

5日 やり投(0.600kg) 外礒　瑞希(2)  37m40 郡　小夏(2)  32m24 居川　汐里(2)  31m37 笹田　ひかり(3)  29m79 古川　涼夏(3)  29m56 井上　優香(2)  29m51 林　千春(3)  26m55 枝澤　星奈(2)  25m55
海部高 徳島科技高 生光学園高 城ノ内高 名西高 阿波高 生光学園高 貞光工高

4日 七種競技 林　亜佑美(3)  3825 片山　亜樹(3)  2925
川島高 川島高

都道府県予選会の校数・人数 NTH:徳島県高校新記録　NGR:大会新記録 主催者　

　後　援　
この成績表は１部提出のこと。 記 録 主  任　　　　川井　　賢一　

総　　    務　　　　山本　　貴春　
ﾄﾗｯｸ審 判 長　　　　岸　　　　勉　
ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長　　　　上田　　善一　
競技者審判長　　　　吉崎　　義治　

17.20-1m53-7m72-28.32
4m96-31m84-2:42.06

18.62-1m47-6m86-30.37
4m21-20m78-2:49.57

7位 8位1位 2位

　　兼　第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会徳島県予選会　決勝成績一覧表　　兼　第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会徳島県予選会　決勝成績一覧表　　兼　第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会徳島県予選会　決勝成績一覧表　　兼　第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会徳島県予選会　決勝成績一覧表
　　第51回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技　　第51回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技　　第51回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技　　第51回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技

3位 4位 5位 6位

徳 島 新 聞 社

徳島県高等学校体育連盟
徳 島 陸 上 競 技 協 会
徳 島 県 教 育 委 員 会

参加校数 26

参加人数 144
日付 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

6月4日 14:00 晴れ 24.2℃ 69% 南南東 2.2m/s

6月5日 13:00 曇り 21.6℃ 74% 南南東 2.1m/s

6月6日 12:00 晴れ 26.4℃ 48% 北北東 2.1m/s

【男子】 椢原　功輝 鳴門高校 学校対抗優勝校代表

【女子】 居川　汐里 生光学園高校 円盤投　41m35（昨年度高校ﾗﾝｷﾝｸﾞ14位相当）

優秀選手


