
第２回笠岡小・中学校合同記録会第２回笠岡小・中学校合同記録会第２回笠岡小・中学校合同記録会第２回笠岡小・中学校合同記録会 17330730 2017年5月4日(木)      決勝一覧表　　　
主催：笠岡市陸上競技協会　　　競技場：岡山県笠岡陸上競技場 332030

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
２００ｍ 5/4 小野　稜汰　(3) 23.61/-3.1

岡山・吉備中

加門　昂大　(3) 23.85/+0.2

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

末友　晴基　(3) 23.99/-3.1

岡山・吉備中

小崎　律稀　(3) 24.13/-3.1

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

井手　唯人　(3) 24.27/+0.2

岡山・吉備中

河田　禅矢　(3) 24.67/-3.1

岡山・笠岡西中

川淵　正幸　(3) 24.94/-3.1

岡山・宇野中

秋山　陽祐　(2) 24.95/+0.2

岡山・鴨方中

１５００ｍ 5/4 大塚　直哉　(2)  4:26.18

岡山・吉備中

松本　敦靖　(3)  4:32.37

岡山・玉島東中

矢萩　一揮　(3)  4:33.28

岡山・玉島東中

長谷川　舜　(3)  4:33.98

岡山・金浦中

難波　景期　(3)  4:35.00

岡山・吉備中

大森　息吹　(3)  4:35.45

岡山・新田中

河田　禅矢　(3)  4:37.04

岡山・笠岡西中

政廣　優季　(2)  4:38.37

岡山・新田中

１１０ｍＨ

(0.914m)

5/4 野村　優成　(3) 16.95/ 0.0

岡山・笠岡東中

小松原　正稀(3) 17.00/ 0.0

岡山・倉敷南中

藤原　綾土　(3) 17.07/ 0.0

岡山・新田中

小幡　泰也　(3) 17.85/ 0.0

岡山・玉島東中

田中　統也　(3) 18.50/ 0.0

岡山・笠岡東中

佐藤　健真　(2) 18.60/ 0.0

岡山・里庄中

皆木　睦希　(2) 18.94/ 0.0

岡山・吉備中

三宅　和樹　(3) 19.08/ 0.0

岡山・宇野中

４×１００ｍ 5/4 吉備中Ａ･岡山 45.10

中山　ひかる(3)

末友　晴基　(3)

小野　稜汰　(3)

井手　唯人　(3)

倉敷南中Ａ･岡山 46.99

三宅　浩太　(3)

小松原　正稀(3)

角田　航希　(3)

兼清　　駿　(2)

玉島東中Ａ･岡山 47.85

小幡　泰也　(3)

稲垣　陽天　(2)

濵﨑　　椋　(2)

田邉　朋哉　(3)

里庄中Ａ･岡山 47.96

佐原　悠介　(3)

硲　　隼一　(2)

佐藤　健真　(2)

三宅　凜太郎(3)

宇野中･岡山 48.35

岡本　　譲　(2)

山下　　蒼　(2)

三宅　和樹　(3)

川淵　正幸　(3)

鴨方中･岡山 48.35

江草　亮佑　(3)

秋山　陽祐　(2)

畑田　聖弥　(3)

逸見　晃誠　(2)

倉敷第一中･岡山 48.46

宮原　光規　(3)

小林　那緒　(3)

小林　翔馬　(3)

古米　慶哉　(3)

金浦中･岡山 48.78

為則　陽喜　(2)

坂本　拓望　(1)

吉岡　誠弥　(3)

長谷川　舜　(3)

走高跳 5/4 三宅　浩太　(3) 1m70

岡山・倉敷南中

濵﨑　　椋　(2) 1m65

岡山・玉島東中

井上　侑哉　(2) 1m60

岡山・玉島東中

岡本　　譲　(2) 1m55

岡山・宇野中

小松原　正稀(3) 1m55

岡山・倉敷南中

三宅　和樹　(3) 1m50

岡山・宇野中

小野　大翔　(2) 1m50

岡山・玉島東中

藤原　綾土　(3) 1m45

岡山・新田中

走幅跳 5/4 谷田　秀斗　(3)   5m75/+0.3

岡山・新田中

三宅　浩太　(3)   5m56/+0.2

岡山・倉敷南中

小崎　律稀　(3)   5m56/-2.4

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

松本　礼生　(3)   5m43/+1.1

岡山・金光中

稲垣　陽天　(2)   5m37/+0.5

岡山・玉島東中

守安　七斗　(2)   5m37/+1.6

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

江草　亮佑　(3)   5m16/-0.8

岡山・鴨方中

佐原　悠介　(3)   5m04/+1.4

岡山・里庄中

中学砲丸投

(5.000kg)

5/4 仁子　晃希　(3)  15m42

NJH岡山・宇野中

宗兼　憂門　(2)  11m07

岡山・宇野中

中山　ひかる(3)   9m54

岡山・吉備中

森田　　陸　(3)   9m54

岡山・里庄中

坪井　聡汰　(3)   9m23

岡山・吉備中

森広　陽斗　(2)   7m90

岡山・岡山大安寺中等

角田　航希　(3)   7m56

岡山・倉敷南中

川上　大翔　(2)   6m45

岡山・吉備中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 5/4 平田　京太郎(3)  41m43

岡山・金光中

松本　礼生　(3)  40m73

岡山・金光中

森元　桜我　(3)  35m65

岡山・里庄中

塚本　弦己　(3)  33m43

岡山・里庄中

礒部　慎之介(3)  28m55

岡山・金光中

河島　明彦　(1)  28m02

岡山・里庄中

藤原　健斗　(1)  11m60

岡山・里庄中

男子
中学

２００ｍ 5/4 犬飼　桃菜　(2) 26.58/-1.3

岡山・吉備中

西中川　莉央(3) 27.29/-1.3

岡山・桜が丘中

斉藤　巴音　(3) 27.69/-1.3

岡山・吉備中

橋目　咲季　(2) 27.76/-1.3

岡山・桜が丘中

藤井　陽菜　(2) 27.87/-0.6

岡山・里庄中

金光　沙月　(1) 27.95/-1.3

岡山・桜が丘中

板野　茉央　(3) 28.08/+0.2

岡山・吉備中

今井　あい　(3) 28.16/-0.6

岡山・新田中

１５００ｍ 5/4 斉藤　巴音　(3)  4:53.52

岡山・吉備中

萩原　柚乃　(3)  4:55.06

岡山・玉島北中

正司　瑠奈　(2)  4:55.87

岡山・吉備中

平山　美空　(3)  5:04.77

岡山・吉備中

粟　　愛華　(2)  5:04.83

岡山・新田中

安藤　充郁　(3)  5:05.77

岡山・玉島北中

有富　　郁　(1)  5:09.94

岡山・吉備中

森下　唯里　(2)  5:10.43

岡山・桜が丘中

１００ｍＨ

(0.762m)

5/4 古屋　敦子　(3) 14.81/ 0.1

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

徐　　伶奈　(2) 15.26/ 0.1

岡山・和気中

板野　茉央　(3) 15.81/ 0.1

岡山・吉備中

狩野　麻央　(3) 16.36/ 0.1

岡山・玉島東中

出口　綾乃　(2) 16.84/ 0.1

岡山・新田中

藤井　陽菜　(2) 16.86/ 1.6

岡山・里庄中

田原　鈴音　(3) 17.82/ 1.6

岡山・里庄中

石原　麻絢　(3) 18.25/ 1.6

岡山・笠岡西中

４×１００ｍ 5/4 桜が丘中･岡山 52.11

田淵　日菜子(2)

橋目　咲季　(2)

金光　沙月　(1)

西中川　莉央(3)

吉備中Ａ･岡山 52.18

石田　佳澄　(2)

有汲　颯妃　(2)

犬飼　桃菜　(2)

板野　茉央　(3)

倉敷南中Ｃ･岡山 52.27

松浦　暖果　(3)

兼高　心愛　(2)

島津　優菜　(2)

野間　遥奈　(3)

玉島東中Ａ･岡山 54.24

狩野　麻央　(3)

山本　妃乃　(3)

山部　綾華　(2)

藤井　紗登　(3)

鴨方中･岡山 54.56

田中　紗由里(3)

澁谷　春陽　(3)

村上　梨名　(3)

畠中　野花　(3)

里庄中･岡山 54.84

硲　　奈々　(2)

藤井　陽菜　(2)

那須　愛鈴　(1)

田原　鈴音　(3)

岡山大安寺中等･岡山 54.86

川﨑　寧々　(2)

白石　梨子　(3)

吉行　日菜乃(3)

多胡　遥香　(3)

吉備中Ｂ･岡山 55.43

藤森　心葵　(3)

都築　琴羽　(3)

日下　菜子　(2)

東原　香桜　(2)

走高跳 5/4 井上　未悠　(3) 1m56

岡山・宇野中

越智　小凜　(3) 1m35

岡山・宇野中

日下　菜子　(2) 岡山・吉備中 1m30

藤森　心葵　(3) 岡山・吉備中

石井　優芽　(2) 岡山・宇野中 1m30

河田　日和　(3) 岡山・笠岡西中

真鍋　菜々子(2) 1m30

岡山・宇野中

木下　愛莉　(2) 1m25

岡山・宇野中

走幅跳 5/4 古屋　敦子　(3)   4m96/+0.6

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

渡邉　日奈　(3)   4m70/+3.2

岡山・新田中

白石　　遥　(2)   4m68/+1.5

岡山・新田中

政森　千陽　(3)   4m65/+0.7

岡山・高梁中

山本　実夢　(1)   4m40/-0.2

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

藤井　紗登　(3)   4m32/+0.7

岡山・玉島東中

田中　美尋　(3)   4m25/-1.3

岡山・倉敷第一中

畠中　野花　(3)   4m17/+2.9

岡山・鴨方中

中学砲丸投

(2.721kg)

5/4 奥山　琴未　(1)  13m46

岡山・桜が丘中

山下　芽愛　(3)  13m30

岡山・桜が丘中

東山　　愛　(2)  11m71

岡山・桜が丘中

越智　小凜　(3)  11m63

岡山・宇野中

有汲　颯妃　(2)  11m12

岡山・吉備中

木下　愛莉　(2)  10m75

岡山・宇野中

藤森　心葵　(3)  10m61

岡山・吉備中

東原　香桜　(2)   9m26

岡山・吉備中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 5/4 奥山　琴未　(1)  37m45

岡山・桜が丘中

大賀　琳々香(2)  17m90

岡山・玉島東中

亀山　明日香(2)  17m55

岡山・玉島東中

女子
中学

１００ｍ 5/4 畝田　光太朗(6) 14.05/-1.8

岡山・総社ＴＦＣJr.

山本　楓稀　(6) 14.45/-1.8

岡山・井原陸上ｸﾗﾌﾞ

田淵　雄太　(6) 14.60/-1.8

岡山・山陽北小

井上　　陸　(6) 14.62/-1.8

岡山・総社ＴＦＣJr.

川上　三來　(6) 14.75/+0.0

岡山・総社ＴＦＣJr.

梅村　泰勝　(6) 14.81/-1.8

岡山・総社ＴＦＣJr.

佐藤　晟悠　(5) 14.91/-1.8

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

竹内　蒼真　(6) 14.94/+0.1

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

１０００ｍ 5/4 三村　　幌　(6)  3:11.53

岡山・井原陸上ｸﾗﾌﾞ

桝田　健伸　(6)  3:13.13

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

角南　祐行　(5)  3:23.15

岡山・梅の木ｸﾗﾌﾞ

三谷　虎太郎(5)  3:34.74

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

瀬尾　啓太　(6)  3:37.89

岡山・総社ＴＦＣJr.

川上　三來　(6)  3:39.53

岡山・総社ＴＦＣJr.

高垣　宗大　(5)  3:40.71

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

茂成　拓真　(6)  3:44.13

岡山・梅の木ｸﾗﾌﾞ

４×１００ｍ 5/4 総社ＴＦＣJr.-Ａ･岡山 56.13

高草　啓希　(6)

畝田　光太朗(6)

井上　　陸　(6)

梅村　泰勝　(6)

福山ｼﾞｭﾆｱＡ･広島 59.15

桝田　健伸　(6)

竹内　蒼真　(6)

佐藤　晟悠　(5)

豊原　大世　(6)

井原陸上ｸﾗﾌﾞ･岡山  1:00.65

安福　栖直　(4)

三村　　幌　(6)

高田　博史　(5)

山本　楓稀　(6)

福山ｼﾞｭﾆｱＢ･広島  1:03.61

竹内　史弥　(5)

高垣　宗大　(5)

山手　柊星　(5)

三谷　虎太郎(5)

総社ＴＦＣJr.-Ｃ･岡山 1:04.71

角田　千聡　(4)

野上　粋世　(5)

村木　明澄　(5)

守安　　聖　(5)

総社ＴＦＣJr.-Ｂ･岡山 1:05.82

角田　光琉　(6)

伊藤　怜央　(6)

小谷　瑞葵　(5)

川上　三來　(6)

男子
小学校

１００ｍ 5/4 坂本　小春　(6) 14.35/+0.2

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

松山　みづき(5) 14.88/-0.1

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

相本　果蓮　(5) 15.12/+0.2

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

早間　穂香　(6) 15.22/+1.8

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

小崎　朱里　(6) 15.33/+0.2

岡山・総社ＴＦＣJr.

豊原　那奈　(5) 15.72/+1.8

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

前原　乙華　(6) 15.81/+0.2

岡山・笠岡ｼﾞｭﾆｱ

藤井　麗音　(4) 15.83/+2.5

岡山・井原陸上ｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 5/4 押目　悠理乃(5)  2:35.57

岡山・井村ＲＣ

鎌腰　愛子　(3)  2:58.34

岡山・深山ＳＣ

黒田　奈々　(5)  3:00.18

広島・福山ｼﾞｭﾆｱ

長谷川　瑠子(5)  3:02.79

岡山・浅口市ｼﾞｭﾆｱ

中原　純玲　(3)  3:08.87

岡山・井原陸上ｸﾗﾌﾞ

高田　沙織　(5)  3:09.67

岡山・総社ＴＦＣJr.

鎌腰　華帆　(5)  3:12.37

岡山・深山ＳＣ

三好　望愛　(5)  3:16.85

岡山・笠岡ｼﾞｭﾆｱ

４×１００ｍ 5/4 総社ＴＦＣJr.･岡山  1:04.48

森谷　心春　(5)

岸本　陽向　(5)

高田　沙織　(5)

永井　美桜　(5)

福山ｼﾞｭﾆｱＢ･広島  1:07.72

福井　冴槻　(5)

豊原　那奈　(5)

武田　菜花　(5)

黒田　奈々　(5)

女子
小学校

■グランドコンディション

 5月 4日  9:30 晴れ  22.0℃   58％ 西 1.9m/s

 5月 4日 10:00 晴れ  22.5℃   55％ 南西 1.7m/s

 5月 4日 11:00 晴れ  23.5℃   53％ 西 2.0m/s

 5月 4日 12:00 晴れ  24.5℃   54％ 北 1.8m/s

 5月 4日 13:00 晴れ  25.5℃   49％ 北西 1.6m/s

 5月 4日 14:00 晴れ  25.5℃   49％ 北西 2.0m/s

 5月 4日 15:00 晴れ  25.5℃   49％ 北西 1.8m/s

総　　　　　務：小寺　吉郎

トラック審判長：鳥岡　純三

跳　躍　審判長：土屋　新太郎

投てき　審判長：土屋　慎太郎

記　録　主　任：野上　富久男

凡例（NJH:岡山県中学新記録）


