
Page:1 of 1

第５８回　四国地区高等専門学校体育大会 2021年7月17日(土)～18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

7/17 １００ｍ 岩室　響 (5) 11.24 三村　志音 (4) 11.37 藤原　翔一 (3) 11.42 岡野　翼 (4) 11.46 合田　翔 (3) 11.62 森　麗央 (3) 11.72

高知高専 +0.8 弓削商船 +0.8 弓削商船 +0.8 香川高専高松 +0.8 新居浜高専 +0.8 阿南高専 +0.8 

7/18 ２００ｍ 三村　志音 (4) 22.94 岩室　響 (5) 23.00 岡野　翼 (4) 23.83 橋本　渉太郎 (3) 24.08 澤木　遥伸 (2) 24.31 造田　涼介 (3) 24.90

弓削商船 +0.1 高知高専 +0.1 香川高専高松 +0.1 阿南高専 +0.1 新居浜高専 +0.1 香川高専高松 +0.1 

7/17 ４００ｍ 桒田　将渡 (3) 51.34 仁井田　康一朗 (4) 51.87 澤木　遥伸 (2) 53.19 堀　太致 (5) 53.79 橋本　虎次郎 (3) 55.20 桒原 辰光 (4) 56.08

弓削商船 弓削商船 新居浜高専 香川高専高松 香川高専高松 阿南高専

7/18 ８００ｍ 濵口　夢楽 (4)  1:57.54 森内　拓磨 (5)  2:02.16 仁井田　康一朗 (4)  2:02.69 桒田　将渡 (3)  2:04.33 小松　靖心 (5)  2:04.45 中谷　優太 (2)  2:07.89

高知高専 阿南高専 弓削商船 弓削商船 高知高専 阿南高専

7/17 １５００ｍ 柴田　祥吾 (2)  4:13.36 濵口　夢楽 (4)  4:14.92 森内　拓磨 (5)  4:18.98 高橋　成和 (3)  4:20.25 濵口　愛夢 (3)  4:27.86 中谷　優太 (2)  4:29.76

新居浜高専 高知高専 阿南高専 新居浜高専 高知高専 阿南高専

7/18 ５０００ｍ 矢野　真拓 (5) 16:20.47 柴田　祥吾 (2) 16:56.43 中脇　匠悟 (5) 17:08.85 青木　翔太 (2) 17:28.33 富永　眞ノ介 (3) 17:38.97 越智　涼翔 (1) 17:40.86

高知高専 新居浜高専 高知高専 阿南高専 阿南高専 新居浜高専

7/17 １１０ｍＨ 宇治原　光留 (5) 17.60 上岡　暉和 (3) 17.89 夏山 翠温 (2) 20.14 小林　大聖 (2) 21.34 松平　真之介 (2) 22.50

(1.067m) 香川高専高松 +1.2 阿南高専 +1.2 香川高専高松 +1.2 弓削商船 +1.2 高知高専 +1.2 

7/17 ４×１００ｍ 弓削商船 44.18 香川高専高松 44.69 阿南高専 44.88 高知高専 45.04 新居浜高専 46.59 香川高専詫間 47.21

  藤原　翔一 (3)   造田　涼介 (3)   橋本　渉太郎 (3)   竹村　蒼平 (2)   藤田　優貴 (4)   大川　倫輝 (4)

  三村　志音 (4)   堀　太致 (5)   森　麗央 (3)   岩室　響 (5)   合田　翔 (3)   石川　諒 (4)

  桒田　将渡 (3)   宇治原　光留 (5)   三居　大智 (2)   原田　琴也 (1)   森　恭平 (5)   倉本　我空 (3)

  古岡　大空 (5)   岡野　翼 (4)   大前　雄三 (3)   大野　碧俐 (1)   澤木　遥伸 (2)   毛利 十真 (1)

7/18 ４×４００ｍ 高知高専  3:30.78 弓削商船  3:31.05 新居浜高専  3:36.09 阿南高専  3:38.27 香川高専高松  3:40.23 香川高専詫間  3:57.30

  吉良　雄斗 (5)   藤原　翔一 (3)   澤木　遥伸 (2)   森　麗央 (3)   橋本　虎次郎 (3)   大川　倫輝 (4)

  濵口　夢楽 (4)   桒田　将渡 (3)   森　恭平 (5)   桒原 辰光 (4)   藤村　修冬 (2)   毛利 十真 (1)
  小松　靖心 (5)   三村　志音 (4)   合田　翔 (3)   高橋　颯太 (2)   造田　涼介 (3)   石川　諒 (4)
  岩室　響 (5)   仁井田　康一朗 (4)   柴田　祥吾 (2)   森内　拓磨 (5)   堀　太致 (5)   小原　笙 (3)

7/17 走高跳 堀　太致 (5) 1m85 古岡　大空 (5) 1m80 宇治原　光留 (5) 1m75 森　麗央 (3) 1m75 三ツ井　健太 (4) 1m65 神島　悠樹 (5) 1m65
香川高専高松 弓削商船 香川高専高松 阿南高専 新居浜高専 新居浜高専

7/17 走幅跳 藤田　優貴 (4) 6m14 三ツ井　健太 (4) 6m08 藤原　翔一 (3) 6m05 上岡　暉和 (3) 5m91 田中　悠奨 (4) 5m64 髙橋　愛一郎 (4) 5m36
新居浜高専 +0.2 新居浜高専 +0.0 弓削商船 -0.3 阿南高専 -0.3 香川高専高松 -0.9 阿南高専 -0.6 

7/18 三段跳 重松　晄太 (1) 11m77 古岡　大空 (5) 11m52 髙橋　愛一郎 (4) 11m40 三居　大智 (2) 11m35 田中 彩登 (1) 11m03 岡田　真周 (2) 10m97
新居浜高専 -0.6 弓削商船 -0.5 阿南高専 -1.5 阿南高専 -1.2 香川高専詫間 -0.7 高知高専 -0.5 

7/17 砲丸投 坂野　翔哉 (4)  13m17 中川　巧 (3)  10m74 德岡　青樹 (5)  10m24 大寺　陸斗 (5)   9m69 市橋　栄人 (4)   9m62 白井 智也 (1)   9m13

(6.000kg) 阿南高専 新居浜高専 弓削商船 高知高専 香川高専詫間 香川高専詫間

7/18 円盤投 坂野　翔哉 (4)  30m99 大寺　陸斗 (5)  27m14 松岡　柊里 (2)  25m95 藤村　修冬 (2)  25m68 德岡　青樹 (5)  25m20 堀岡　祐吾 (2)  25m07
(1.750kg) 阿南高専 高知高専 香川高専高松 香川高専高松 弓削商船 高知高専

7/17 やり投 岩室　響 (5)  54m63 坂野　翔哉 (4)  45m58 谷　知篤 (5)  39m91 吉良　雄斗 (5)  37m87 浅川　雄司 (5)  32m11 高橋　直哉 (5)  30m14
(0.800kg) 高知高専 阿南高専 阿南高専 高知高専 新居浜高専 新居浜高専

7/17 １００ｍ 田房　真歩 (2) 13.67 松岡　悠 (5) 13.90 大野　真羽 (1) 14.46 大部　和香 (1) 15.25 木下　捺菜 (4) 15.64

弓削商船 +0.9 高知高専 +0.9 高知高専 +0.9 弓削商船 +0.9 阿南高専 +0.9 

7/18 ８００ｍ 黒田　凜 (3)  2:17.89
阿南高専 NGR

7/18 走幅跳 田房　真歩 (2) 5m09 中川　桜 (4) 4m11 景山　愛理咲 (5) 4m11 木下　捺菜 (4) 3m84 曽利　美羽 (1) 3m73 大野　真羽 (1) 3m59
弓削商船 +0.5 高知高専 +0.4 香川高専高松 -1.2 阿南高専 -0.8 弓削商船 -0.5 高知高専  0.6 

7/17 砲丸投 中川　桜 (4)   7m31 景山　愛理咲 (5)   6m93 森　希美香 (4)   6m02 曽利　美羽 (1)   5m98 松岡　悠 (5)   5m98 大部　和香 (1)   5m53

(4.000kg) 高知高専 香川高専高松 阿南高専 弓削商船 高知高専 弓削商船
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