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第５５回　四国地区高等専門学校体育大会 2018年7月7日(土)～8日(日)
決勝一覧表

西条市ひうち陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 7/7 １００ｍ 谷　　亮磨 (4) 11.48 藪下　知樹 (5) 11.57 髙石　地晴 (5) 11.57 前田健太朗 (4) 11.62 安田　拓海 (2) 11.86 原　　浩史 (2) 11.89 福井　璃玖 (4) 11.92 三村　志音 (1) 12.00

阿南高専 +1.0 新居浜高専 +0.4 香川高専高松 +0.4 新居浜高専 +1.0 香川高専詫間 +1.0 阿南高専 +0.4 弓削商船 +0.4 弓削商船 +1.0 
男子 7/8 ２００ｍ 伊丹　　航 (4) 23.50 藪下　知樹 (5) 23.50 宮本　　怜 (3) 23.83 宇治原光留 (2) 24.18 木村　太一 (5) 24.21 松本　宙依 (5) 24.28 岡林　竜矢 (4) 24.30 福本遼太朗 (4) 24.34

阿南高専 +1.5 新居浜高専 +1.6 新居浜高専 +1.5 香川高専高松 +1.6 弓削商船 +1.6 弓削商船 +1.5 高知高専 +1.5 香川高専高松 +1.5 
男子 7/7 ４００ｍ 伊丹　　航 (4) 52.37 浅川　雄司 (2) 53.16 中川　晴貴 (5) 53.43 松本　宙依 (5) 53.52 逸見　太郎 (3) 53.57 宮本　　怜 (3) 53.95 岡林　竜矢 (4) 54.23 眞辺　大希 (2) 55.94

阿南高専 新居浜高専 香川高専高松 弓削商船 弓削商船 新居浜高専 高知高専 高知高専

男子 7/8 ８００ｍ 鶴嶋　柚季 (4)  1:59.36 野口　佑大 (4)  1:59.80 桑野　仁成 (5)  2:00.25 伊崎信太朗 (5)  2:02.79 岡本　　翼 (5) 新居浜高専  2:04.80 仁井田康一朗 (1)  2:11.18 住田　凌真 (1)  2:13.32
高知高専 阿南高専 高知高専 香川高専高松 森内　拓磨 (2) 阿南高専 弓削商船 弓削商船

男子 7/7 １５００ｍ 臼木翔惟瑠 (4)  4:02.27 桑野　仁成 (5)  4:13.56 野口　佑大 (4)  4:14.76 長尾　　頼 (4)  4:23.63 森　　恭平 (2)  4:28.19 森内　拓磨 (2)  4:28.77 村上　舜哉 (3)  4:29.07 佐伯　岳人 (3)  4:36.75
高知高専 高知高専 阿南高専 香川高専高松 新居浜高専 阿南高専 弓削商船 弓削商船

男子 7/8 ５０００ｍ 臼木翔惟瑠 (4) 16:16.16 徳弘　大輝 (4) 16:44.29 長尾　　頼 (4) 17:09.84 島田　史也 (4) 17:40.21 佐伯　岳人 (3) 17:48.13 坂本　英紀 (2) 18:16.81 村上　舜哉 (3) 18:25.84
高知高専 高知高専 香川高専高松 阿南高専 弓削商船 香川高専高松 弓削商船

男子 7/7 １１０ｍＨ 宇治原光留 (2) 16.69 木村　太一 (5) 17.04 光髙　　仁 (4) 17.10 合田　　陵 (4) 17.72 岡村　淳市 (1) 17.99 有明千晟規 (3) 18.08 吉本　磨生 (1) 18.12 肥田　唯斗 (5) 18.29
(1.067m) 香川高専高松 +0.6 弓削商船 +0.6 香川高専詫間 +0.6 香川高専高松 +0.0 高知高専 +0.0 香川高専詫間 +0.0 阿南高専 +0.6 弓削商船 +0.0 

男子 7/7 ４×１００ｍ 香川高専高松･ 44.35 阿南高専･ 44.57 新居浜高専･ 44.75 弓削商船･ 45.03 香川高専詫間･ 46.00 高知高専･ 47.31
  堀　　太致 (2)   谷　　亮磨 (4)   加藤　　剛 (5)   逸見　太郎 (3)   木村　拓文 (3)   松坂　祐成 (4)
  髙石　地晴 (5)   伊丹　　航 (4)   前田健太朗 (4)   木村　太一 (5)   光髙　　仁 (4)   岡村　淳市 (1)
  宇治原光留 (2)   原　　浩史 (2)   藤田　優貴 (1)   福井　璃玖 (4)   有明千晟規 (3)   岡林　竜矢 (4)
  中川　晴貴 (5)   四宮　昌幸 (2)   藪下　知樹 (5)   松本　宙依 (5)   安田　拓海 (2)   眞辺　大希 (2)

男子 7/8 ４×４００ｍ 高知高専･  3:31.75 弓削商船･  3:31.99 阿南高専･  3:35.07 香川高専高松･  3:40.73 新居浜高専･  3:42.54 香川高専詫間･  3:53.91
  岡林　竜矢 (4)   福井　璃玖 (4)   大前　　歩 (2)   堀　　太致 (2)   三ツ井健太 (1)   安田　拓海 (2)
  眞辺　大希 (2)   逸見　太郎 (3)   野口　佑大 (4)   伊崎信太朗 (5)   森　　恭平 (2)   芳地　大志 (2)
  臼木翔惟瑠 (4)   木村　太一 (5)   谷　　亮磨 (4)   福本遼太朗 (4)   神島　悠樹 (2)   木村　拓文 (3)
  桑野　仁成 (5)   松本　宙依 (5)   伊丹　　航 (4)   中川　晴貴 (5)   宮本　　怜 (3)   湊　　丈瑠 (4)

男子 7/8 走高跳 堀　　太致 (2) 1m86 宇治原光留 (2) 1m83 古岡　大空 (2) 1m80 岩佐　隼東 (1) 1m75 福井　璃玖 (4) 1m65 神島　悠樹 (2) 1m55 尾木　将弥 (3) 1m50 蔵本　英慈 (3) 1m45
香川高専高松 香川高専高松 弓削商船 阿南高専 弓削商船 新居浜高専 高知高専 香川高専詫間

男子 7/7 走幅跳 髙石　地晴 (5) 6m54 谷　　亮磨 (4) 6m35 光髙　　仁 (4) 6m31 大前　　歩 (2) 6m10 藤田　優貴 (1) 5m54 田中　悠奨 (1) 5m52 松坂　祐成 (4) 5m48 芳地　大志 (2) 5m34
香川高専高松  0.0 阿南高専 +0.3 香川高専詫間 +0.8 阿南高専 +0.5 新居浜高専 +0.5 香川高専高松  0.0 高知高専 -0.1 香川高専詫間 +0.4 

男子 7/8 三段跳 谷　　亮磨 (4) 13m82 大前　　歩 (2) 13m68 髙石　地晴 (5) 13m64 合田　　陵 (4) 12m57 古岡　大空 (2) 11m78 中村　優太 (3) 11m43 松坂　祐成 (4) 11m31 尾木　将弥 (3) 10m46
阿南高専 -0.1 阿南高専 +1.5 香川高専高松 +1.1 香川高専高松 +1.5 弓削商船 +0.3 弓削商船 +0.0 高知高専 -0.2 高知高専 +0.0 

男子 7/7 砲丸投 坂野　翔哉 (1)  12m10 梶野　晃生 (4)  11m83 高瀬　玄渉 (3)  11m01 荻野　哲大 (4)  10m22 黒田　清登 (5)   9m89 市橋　栄人 (1)   9m00 安田　拓海 (2)   8m93 徳岡　青樹 (2)   8m75
(6.000kg) 阿南高専 阿南高専 弓削商船 高知高専 香川高専高松 香川高専詫間 香川高専詫間 弓削商船

男子 7/8 円盤投 坂野　翔哉 (1)  31m18 高瀬　玄渉 (3)  30m20 黒田　清登 (5)  28m35 大寺　陸斗 (2)  27m44 咲本　裕哉 (1)  24m75 玉屋　晴道 (4)  24m03 徳岡　青樹 (2)  22m16 荻野　哲大 (4)  20m48
(1.750kg) 阿南高専 弓削商船 香川高専高松 高知高専 香川高専高松 香川高専詫間 弓削商船 高知高専

男子 7/7 やり投 松野　哲也 (4)  52m13 門内　迪暁 (3)  40m09 荻野　哲大 (4)  39m97 坂野　翔哉 (1)  39m86 四宮　昌幸 (2)  39m55 咲本　達哉 (1)  39m05 岡野　航大 (4)  37m15 枝松　　誠 (1)  26m48
(0.800Kｇ) 香川高専詫間 香川高専高松 高知高専 阿南高専 阿南高専 香川高専高松 弓削商船 弓削商船

女子 7/7 １００ｍ 藤井　佑衣 (3) 13.17 松岡　　悠 (2) 13.66 金子　茉央 (2) 13.87 谷本　紗菜 (2) 13.90 景山愛理咲 (2) 14.52 木下　捺菜 (1) 14.53 宮田愛美華 (1) 14.55 佐藤　奈乃 (4) 14.94
阿南高専 +1.3 高知高専 +1.3 香川高専詫間 +1.3 香川高専高松 +1.3 香川高専高松 +1.3 阿南高専 +1.3 高知高専 +1.3 香川高専詫間 +1.3 

女子 7/8 ８００ｍ 景山愛理咲 (2)  2:34.28 酒井　彩音 (2)  2:35.25 新居　鈴菜 (3)  2:40.25 久川すみれ (3)  2:42.27 北谷　亜美 (1)  2:46.76 美馬　千夏 (2)  3:05.73 蝶子　恵美 (4)  3:32.21
香川高専高松 高知高専 阿南高専 高知高専 新居浜高専 香川高専高松 阿南高専

女子 7/7 走幅跳 廣中　　麗 (3) 4m98 新居　鈴菜 (3) 4m83 金子　茉央 (2) 4m49 寺川　　凛 (1) 4m37 福田　有里 (1) 4m23 谷本　紗菜 (2) 4m19 美馬　千夏 (2) 4m09 丸山あすか (5) 3m94
高知高専  0.0 阿南高専 +0.7 香川高専詫間  0.0 高知高専 +0.9 新居浜高専 +0.5 香川高専高松 +0.3 香川高専高松 -0.3 阿南高専 -0.5 

女子 7/7 砲丸投 山中　咲歩 (2)   9m48 新居　鈴菜 (3)   8m68 佐藤　奈乃 (4)   7m78 中川　　桜 (1)   7m25 美馬　千夏 (2)   6m68 松岡　　悠 (2)   5m96 森　希美香 (1)   5m95 谷本　紗菜 (2)   5m75
(4.000kg) 新居浜高専 阿南高専 香川高専詫間 高知高専 香川高専高松 高知高専 阿南高専 香川高専高松
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