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(+2.3) (+2.3) (+2.3) (+2.3) (+1.0) (+1.0) (+2.3) (+2.3)
100m 10”58 (城南高3) 10”77 (鳴門渦潮高3) 11”03 (美馬郡陸協) 11”03 (四国大学2) 11”05 (徳島大学3) 11”05 (鳴門渦潮高3) 11”07 (TTF) 11”19 (四国大学1)

福田　怜遠  手塚　天翔  山村　　空  長尾　琉司  髙島　和真  堀田　陽太  松本　優希  谷脇　聖弥

400m 51”89 (名西高3) 52”02 (名西高2) 52”73 (名西高1) 53”90 (名西高1) 54”07 (富岡東高1) 54”10 (阿波高2) 54”39 (名西高2) 54”51 (鳴門渦潮高1)

NGR 大平　祐生 NGR 打越　雄允 NGR 藤　　諒健 NGR 秦　　将吾  山内　　俊  久我　浩正  新井　和貴  楠本　憲司

1500m 3’50”02 (小松島市陸協) 3’50”48 (大塚製薬(招待)) 3’51”31 (日亜化学) 3’51”40 (大塚製薬(招待)) 3’58”54 (徳島大学3) 4’07”04 (徳島大学M2) 4’08”97 (大塚製薬(招待)) 4’14”35 (徳島AC)

和田　壮平  野々村 哲也  上田　康至 ♦厚底ｼｭｰｽﾞ使用 湯口　武夫 ♦厚底ｼｭｰｽﾞ使用 岡本　　享  濱田　宏文   

5000m 15’17”71 (徳島市陸協) 16’14”19 (BURLESCA) 16’25”41 (徳島AC) 16’55”68 (徳島AC) 18’33”13 (徳島AC) 19’33”95 (徳島ﾏｽﾀｰｽﾞ)
       

(-0.4) (-0.4) (-0.4) (-0.4) (-0.4) (+0.1) (+0.1) (+0.1)
110mH 15”11 (TTF) 15”23 (城南高2) 15”25 (鳴門渦潮高3) 15”53 (TTF) 15”85 (名西高2) 16”22 (鳴門渦潮高1) 16”72 (城南高1) 17”77 (城南高2)

川西　寿弥  松田　拓洋  西田　温哉  貝出　智亮  上田　航平    

走高跳 1m80 (四国大学2) 1m75 (名西高2) 1m75 (城南高1) 1m70 (城南高2) 1m70 (城南高1)
       

(+2.6) (+2.3) (+1.6) (+2.3) (+2.5) (+0.6) (+1.5) (+1.8)
走幅跳 6m53 (富岡東高1) 6m52 (MESSIAS.T.C) 6m42 (鳴門渦潮高3) 6m42 (富岡東高2) 6m37 (TTF) 6m21 (富岡東高2) 5m96 (板野高1) 5m88 (城ﾉ内高1)

秦　　啓訓  藤田　駿介  谷　　佳彦      

砲丸投 12m33 (日亜化学) 11m41 (四国大学3) 11m05 (四国大学2)

NGR 三田　穂貴  長瀬　優作  中西　竜也  谷　　佳紀     

円盤投 46m67 (四国大学2) 41m16 (四国大学1) 36m26 (四国大学2) 31m05 (四国大学2)
 

(+1.7) (+1.7) (+1.7) (+1.8) (+1.8) (+1.8) (+1.8)
100m 12”64 (四国大学M1) 13”10 (徳島ﾏｽﾀｰｽﾞ) 13”43 (城ﾉ内高2) 13”49 (城南高1) 13”95 (城南高2) 13”97 (富岡東高1) 15”44 (徳島大学1)

       
(+2.4) (+2.4) (+2.4) (+2.6) (+2.6) (+2.6) (+2.6) (+2.6)

200m 24”68 (富岡東高3) 26”76 (富岡東高2) 26”98 (城南高2) 27”71 (城北高1) 27”93 (名西高2) 28”02 (富岡東高1) 29”35 (富岡東高1) 29”97 (名西高1)
山田　毬加  濱田　愛子  尾﨑　瑠音      

1500m 5’05”06 (海部高2) 5’27”38 (城南高1) 5’54”29 (海部高2)
       

(+2.6) (+2.6) (+2.6)
100mH 15”11 (名西高2) 15”34 (四国大学1) 17”60 (富岡東高1)

小原 美奈希  廣田　七望  品川　　茜      

走高跳 1m50 (富岡東高1) 1m40 (富岡東高1) 1m35 (富岡東高1)
       

(+1.3) (+1.9) (+2.5) (+2.0) (+1.4) (+2.5) (+0.7) (+1.1)
走幅跳 5m60 (四国大学2) 5m42 (鳴門渦潮高3) 5m15 (鳴門渦潮高3) 5m15 (四国大学1) 4m97 (四国大学1) 4m86 (阿波高2) 4m69 (富岡東高1) 4m36 (富岡東高2)

NGR 中田 恵莉子  松尾 あかね       

砲丸投 13m59 (四国大AC) 10m84 (四国大学2)

片山　明莉  坂本　彩華  植田　ゆら      

円盤投 37m86 (四国大学4) 36m30 (四国大学2) 34m96 (四国大学1)
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種　目

第23回　徳島市陸上競技選手権大会 成績一覧表
５

総　　務

８

令和2年10月11日

６

合田　　葵下岡 こころ戸崎　仁湖宮城　有希

満石　真秀 田中 ひなの

鎌田　美月 山田 明日香平松　未衣 瀬尾　絢美

黒川　美月 井上　　桜

１ ２

徳島市陸上競技場

３ ４

一

般

・

高

校

女

子

参加校･団体数

参 加 人 数

種
別

一

般

・

高

校

男

子

主　催 記録主任徳島陸上競技協会

吉本　吏玖

７

樋口　慎翔 阿部 龍之介

橋本　尚樹山下　雄紀 大村　優斗松本　優輝

清井　春之竹垣　正輝中川　快斗谷　　哲志阿木　健悟居村　宣孝大野　嵩介

松本　海斗西川　巧真山本　隼平

田中　春紀

吉田　康晟 十川　義浩 阿部　太揮 山本　大心 木内　良樹 小西　篤史

佐々木 羅良

尾形　美咲森本　博美近藤　真由

岩田　真弥 川那部 志歩 泉　　遥花 美馬　郁実

髙島　由芽百々　市雛古川 莉乃亜

木村　美海 藤倉　麻央 坂東　七穂

難波　康夫河野　浩美 審 判 長 藤本　繁
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種　目

第23回　徳島市陸上競技選手権大会 成績一覧表
５ ８

令和2年10月11日
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徳島市陸上競技場

３ ４
種
別

７

(+2.3) (+2.3) (+2.3) (+2.3) (+2.3) (+1.0) (+2.3) (+2.3)
100m 11”46 (藍住東中3) 11”64 (城ノ内中等3) 11”76 (藍住東中3) 12”05 (城ノ内中等2) 12”06 (城ノ内中等3) 12”09 (八万中3) 12”09 (城ノ内中等3) 12”09 (城東中3)

大村　　豪  日比生 壮太  中島　優斗  鈴木　来嘉  横石 優太郎    
400m 53”49 (八万中3) 54”87 (大麻中2) 56”88 (八万中2) 59”22 (城東中2) 59”76 (徳島中3)

日下　獅子  中川　佳祐  丸山　璃空  谷口　　悠  吉岡 輝乃臣  澤内 珠樹哉  石田　葉弥  井利　祐斗
1500m 4’34”21 (北島中2) 4’35”81 (国府中2) 4’52”46 (城ノ内中等2) 5’01”11 (城ノ内中等3) 5’01”84 (吉野中2) 5’02”22 (城東中2) 5’03”60 (徳島中1) 5’11”97 (徳島中1)

上藤　蓮斗  赤澤　治弥 ♦厚底ｼｭｰｽﾞ使用 細川　賢真  家形 虎太郎  奥村　流星  櫻田　智也  尾田　龍哉  
3000m 9’38”84 (北島中3) 9’50”41 (徳島中3) 10’09”39 (羽ノ浦中3) 10’12”50 (羽ノ浦中3) 10’31”55 (羽ノ浦中3) 10’32”21 (羽ノ浦中2) 10’34”33 (羽ノ浦中3)

(+1.7) (+1.0)
走幅跳 5m24 (加茂名中3) 4m40 (大麻中1)

長尾　匠真 山本　元輝
砲丸投 8m50 (城東中3) 4m79 (佐那河内中1)

塩田　拡司
円盤投 24m40 (八万中2)

(+2.7) (+2.7) (+2.7) (+2.7) (+2.7) (+2.7) (+0.5) (+2.7)
100m 13”02 (吉野中1) 13”17 (大麻中1) 13”23 (吉野中2) 13”31 (羽ノ浦中1) 13”46 (大麻中3) 13”48 (国府中1) 13”78 (徳島中3) 13”80 (羽ノ浦中1)

       
(+2.4) (+2.4)

200m 25”53 (石井中3) 28”67 (城ノ内中等3)
近藤　陽菜 ♦厚底ｼｭｰｽﾞ使用 湯浅　若葉  藤崎　夏帆  久次米 七望  住登　希成  加藤　志歩  久米　梨心  小山　璃奈

1500m 4’56”17 (城ノ内中等3) 4’57”20 (北島中3) 5’03”14 (阿波中3) 5’05”02 (北島中2) 5’17”00 (城東中3) 5’21”61 (北島中2) 5’32”57 (北島中2) 5’33”35 (城ノ内中等3)
       

(-0.7) (-0.7) (-0.7) (-0.7) (-0.7) (+1.0) (+1.0) (+1.0)
100mH 15”49 (阿南中3) 15”84 (牟岐中3) 16”19 (藍住東中2) 16”38 (阿波中2) 16”45 (羽ノ浦中2) 19”20 (羽ノ浦中2) 19”44 (羽ノ浦中2) 19”55 (佐那河内中2)

泉　　彩花 安部　陽菜 大谷　優佳
走高跳 1m50 (北島中2) 1m20 (城ノ内中等2) 1m20 (徳島中2)

       
(+0.4) (0.0) (+0.7) (+0.3) (+0.6)

走幅跳 5m22 (徳島中3) 5m22 (山川中2) 4m71 (佐那河内中1) 4m52 (吉野中2) 4m37 (吉野中1)
三岡　真尋  佐藤 安姫里       

円盤投 24m20 (加茂名中3) 19m70 (加茂名中2)
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(+1.7) (+2.4) (+1.7) (+1.7) (+1.7) (+1.7) (+1.7) (+2.4)
100m 13”00 (AiJAC6) 13”32 (阿南JAC6) 13”38 (あなん走走ｸﾗﾌﾞ6) 13”58 (いしい陸上教室6) 13”68 (鳴門KAC4) 13”68 (さくらRC6) 13”74 (AiJAC5) 13”77 (さくらRC6)

板東　晴空  岸本　秀哉  新開　一翔  鵜飼　　航  大塚 颯太朗  清水　丈瑠  石田　裕也  平尾　　完

1000m 3’10”24 (板野郡陸協Jr.6) 3’14”95 (あわっこ6) 3’16”70 (北島Jr.5) 3’19”16 (あわっこ4) 3’20”00 (北島Jr.6) 3’23”79 (あわっこ4) 3’24”35 (阿南JAC6) 3’26”86 (三好市ﾄﾞﾘｰﾐｰ5)

       
(+0.2) (-0.2) (+0.4) (+0.8) (+0.9) (+0.3) (+0.7) (-0.1)

走幅跳 4m61 (AiJAC5) 4m55 (鳴門KAC6) 4m43 (さくらRC6) 4m00 (ゆず6) 3m95 (さくらRC6) 3m89 (鳴門KAC5) 3m68 (ゆず6) 3m14 (AiJAC4)
NGR

(+1.1) (+1.0) (+1.1) (+1.1) (+1.1) (+1.1) (+1.1) (+1.1)
100m 13”02 (さくらRC6) 13”87 (阿波市陸上6) 13”95 (徳島市RC5) 14”23 (阿波市陸上6) 14”24 (阿波市陸上5) 14”27 (鳴門KAC6) 14”46 (阿南JAC5) 14”48 (DREAM AC6)

森本　未来  立石 里央菜  立石 沙里菜  西村 美羽菜  安部　舞紘  岸本　　遥  稲井　彩華  香川 心乃葉

1000m 3’13”85 (DREAM AC6) 3’14”42 (あわっこ6) 3’24”99 (あわっこ5) 3’31”40 (岩倉T&F6) 3’33”33 (阿南JAC4) 3’34”11 (三好市ﾄﾞﾘｰﾐｰ5) 3’37”32 (北島Jr.5) 3’38”48 (板野郡陸協Jr.6)

       
(+0.3) (+2.2) (+1.2)

走幅跳 4m16 (阿波市陸上6) 3m75 (鳴門KAC6) 3m72 (阿波市陸上6)
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NPR =PR
NTH =TH
NTJ =TJ
NSR =SR
NGR 大会新記録 =GR 大会ﾀｲ記録

高田　　光

藤井　秀豪吉本　光佑

佐光　隼輔髙橋　慧至笠原　行広豊田　一樹中野　陽仁

参加校･団体数

参 加 人 数 河野　浩美主　催 徳島陸上競技協会 記録主任

徳島県新記録

藤本　繁難波　康夫総　　務 審 判 長

徳島県高校新記録
徳島県中学新記録
徳島県小学新記録

徳島県ﾀｲ記録
徳島県高校ﾀｲ記録
徳島県中学ﾀｲ記録
徳島県小学ﾀｲ記録

藤本　繁審 判 長難波　康夫徳島陸上競技協会 記録主任 総　　務

三原　慶也尾池　駿一藤浦　枇呂中野　航汰佐藤　悠雅小野　颯大

小

女

中

学

男

子

中
学
女

子

小

男

参加校･団体数

参 加 人 数

木内　　稟庄村　花菜郡　　寿珠

主　催 河野　浩美

藤井　彩花居村　咲希篠原　里奈

林　　直弥近藤　駿成

古林　凛里森　咲也香西岡 美耶弥古林　凛乃大塚 百々花

杉村　実優

清水　広翔

宮崎　那菜

安本　　誠木内　　新塩田　脩真髙内　奏叶中南　　仁

西岡　凜空

吉岡　華野 上安　海恋

松岡　美結

上安　海彩

林　　風薫 新開　華凜

久米　妃菜小園　　葵奥野　遙日

藤井　満月土田　侑季桑木　茉菜

杉村　望来

島田　夏芽西内　胡桃

小林　ケイ

高橋　　大

丸宮　　蘭

木内　　誠

玉谷　　陽落合　竜清

吉岡　美音

福井 有未子

前川　和夏


