
表彰年次 主管校

(年度) (協力校)

第27回 詫　間 土居　正好(弓削)

（H2) (高　松) 第25,26,27回大会 男子5000m

中村　泰志(詫間)

第25,26,27回大会 男子砲丸投

第28回 阿  南 詫間高専チーム 赤瀬     崇（弓削）
（H3) (高  知） 第26,27,28回大会 4×400mR 第26回大会 男子走幅跳 優勝

松岡  広通（高知）
第26,27,28回大会 男子やり投

光安  清香（詫間）
第26,27,28回大会 女子砲丸投

第29回 弓  削 植木  準士（高知） 浜口  和也（高知）
（H4) (新居浜） 第27,28,29回大会 男子800m 第27回大会 男子砲丸投 優勝

赤瀬     崇（弓削）
第27,28,29回大会 男子走幅跳

元村     希（高松）
第27,28,29回大会 女子100m

第30回 高  松 高  知 詫間高専チーム 森本  健之（高知）
（H5) (詫  間） 第28,29,30回大会 第28,29,30回大会 4×100mR 第28回大会 男子走幅跳 優勝

浜口  和也（高知）
第28,29,30回大会 男子砲丸投
第28,29,30回大会 男子円盤投

第31回 高  知 原井川  寛昭（詫間） 石井     敦（高松）
（H6) (阿  南） 第29,30,31回大会 男子200m 第29回大会 男子走幅跳 優勝

山崎  泰三（高知）
第29回大会 男子三段跳 優勝

第32回 新居浜 （通算５回優勝監督） 詫間高専チーム 芥川     誠（弓削）
（H7) 川崎     育（高知） 第30,31,32回大会 4×400mR 第30回大会 男子5000m 優勝

第26,28,29,30,32回大会 山崎  泰三（高知） 山崎  泰三（高知）
第30,31,32回大会 男子三段跳 第30回大会 男子走幅跳 優勝

第30回大会 男子三段跳 優勝
第33回 詫  間 近藤  拓也（高知）
（H8) 第31,32,33回大会 男子砲丸投

第31,32,33回大会 男子円盤投
第34回 阿  南 高  知 高木  政彦（高松）
（H9) 第32,33,34回大会 第32回大会 男子走高跳 優勝

第35回 弓  削 大場  由紀子（詫間） 高木  政彦（高松）
（H10) 第33,34,35回大会 女子800m 第33回大会 男子走高跳 優勝
第36回 高  松 工藤  正善（弓削）
（H11) 第34,35,36回大会 男子5000m

合田  拓史（詫間）
第34,35,36回大会 男子砲丸投

第37回 高  知 阿  南 アズラン・アズヒム（阿南）
（H12) 第35,36,37回大会 第35,36,37回大会 男子100m

南谷  亜斗夢（阿南）
第35,36,37回大会 男子800m

第38回 新居浜 松野  祐果（弓削）
（H13) 第36回大会 女子800m 優勝

岡村  美世（高知）
第36回大会 女子走幅跳 優勝

第39回 詫  間 角田  正史（阿南） 角田  正史（阿南）
（H14) 第37,38,39回大会 男子走幅跳 第36回大会 男子走幅跳 優勝

新開  友博（詫間） 大西  麻文（高知）
第37,38,39回大会 男子円盤投 第37回大会 女子800m 優勝

澤松  俊寿（高知）
第37,38,39回大会 男子やり投

岡村  美世（高知）
第37,38,39回大会 女子走幅跳

第40回 阿  南 高  知 弓削高専チーム 石川     卓（詫間）
（H15) 第38,39,40回大会 第38,39,40回大会 4×400mR 第38回大会 男子800m 優勝

森岡  憲弘（高知） 大西  麻文（高知）
第38,39,40回大会 男子走高跳 第38回大会 女子800m 優勝

大西  麻文（高知）
第38,39,40回大会 女子800m

第41回 弓  削 （通算５回優勝監督） 長谷川将司(弓削) 石川　　卓（詫間）
（H16) 芝　　治也（高知） 第39,40,41回大会 男子400m 第39回大会 男子800ｍ 優勝

第33,34,39,40,41回大会 石川　　卓（詫間） 森岡　憲弘（高知）
第39,40,41回大会 男子1500m 第39回大会 男子走高跳 優勝

齋藤　慎吾（詫間） 大西　麻文（高知）
第39,40,41回大会 男子砲丸投 第39回大会 女子800m 優勝

第42回 高　松 長谷川洋星（阿南） 西森　佳樹（高知）
（H17) 第40,41,42回大会 男子100m 第40回大会 男子走高跳 優勝

石川　　卓（詫間）
第40,41,42回大会 男子800m

高知高専チーム
第40,41,42回大会 4×100mR

第43回 高　知 渡邉　　満（弓削）
（H18) 第41回大会 男子800m 優勝

西森　佳樹（高知）
第41回大会 男子走高跳 優勝

上原　正裕（詫間）
第41回大会 やり投 優勝

第44回 新居浜 大西　章仁（高松）
（H19) 第42,43,44回大会 男子200m
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