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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ

《１年生》

6/4 藤原　煌牙　 (1) 12.95/-1.2

児島中

北添　碧大   (1) 13.45/-1.2

高梁中

中田　錠     (1) 13.66/-1.2

福田南中

三村　晃世   (1) 13.66/-1.2

倉敷東中

絹田　龍ノ介 (1) 13.67/-1.2

岡山操山中

石田　翔大   (1) 13.79/-1.2

竜操中

松田　幸大   (1) 13.88/-1.2

芳泉中

羽﨑　元信   (1) 13.97/-1.2

山南中

１００ｍ

《２年生》

6/4 光畑　星輝   (2) 11.55/-1.6

総社東中

久葉　誠矢   (2) 12.01/-1.6

灘崎中

岡　滉貴     (2) 12.05/-1.6

倉敷西中

原　太陽     (2) 12.21/-1.6

西大寺中

伊藤　孝太   (2) 12.28/-1.6

竜操中

松永　琉生   (2) 12.56/-1.6

津山東中

秋山　陽祐   (2) 12.62/-1.6

鴨方中

１００ｍ

《３年生》

6/4 島村　仁晟   (3) 11.44/-2.3

市操山中

安延　仁     (3) 11.61/-2.3

西大寺中

川崎　雅弥   (3) 11.85/-2.3

藤田中

井本　大貴   (3) 11.91/-2.3

旭東中

三井　啓吾   (3) 11.99/-2.3

児島中

原　優和     (3) 12.04/-2.3

京山中

河田　禅矢   (3) 12.15/-2.3

笠岡西中

神寳　泰盛   (3) 12.31/-2.3

邑久中

１５００ｍ

《１年生》

6/4 杉本　仁     (1)  4:35.69

邑久中

嘉良戸　翔太 (1)  4:45.95

味野中

大西　柊太郎 (1)  4:47.13

早島中

濵田　大輔   (1)  4:51.92

岡山大附中

長尾　拓能   (1)  4:54.14

児島中

角南　秀行   (1)  4:54.37

児島中

内田　勇樹   (1)  5:00.74

児島中

林　愛翔     (1)  5:00.79

旭東中

１５００ｍ

《２年生》

6/4 伊加　拓海   (2)  4:15.07

邑久中

大塚　直哉   (2)  4:18.48

吉備中

片山　蒼大   (2)  4:28.26

児島中

玉置　尚也   (2)  4:30.73

吉備中

森下　翔太   (2)  4:32.29

井原中

櫻井　朝日   (2)  4:36.63

山南中

山口　倫     (2)  4:37.44

味野中

柴田　祥希   (2)  4:39.04

玉島東中

１５００ｍ

《３年生》

6/4 太田　祐貴   (3)  4:16.84

山南中

長谷川　凌央 (3)  4:17.80

上道中

藤原　稜太   (3)  4:18.55

倉敷第一中

三宅　隼人   (3)  4:18.76

児島中

小林　翼     (3)  4:19.18

西大寺中

柏野　健吾   (3)  4:23.77

総社東中

難波　景期　 (3)  4:24.94

吉備中

國東　大生   (3)  4:25.49

山南中

走幅跳 6/4 守屋　康大   (3)   6m06/-0.6

倉敷西中

藤原　大輔   (3)   6m02/+0.3

興除中

佐藤　翔乙   (3)   5m83/+2.2

上南中

谷田　秀斗   (3)   5m67/-0.9

新田中

高畠　大和   (3)   5m63/ 0.9

市操山中

荻野　雅也   (3)   5m61/ 0.0

香和中

西森　翔眞   (2)   5m52/-0.4

金光学園中

田邉　一将   (3)   5m48/+0.7

藤田中

４種総合得点

110mH-砲丸投-走高跳-400m

6/4 川上　昭人   (3)  2305

倉敷西中

16.67/-1.9-10m94-1m63-54.58

吉冨　聖矢   (3)  2215

芳泉中

16.77/+0.2-8m51-1m87-58.02

三宅　廉     (3)  2141

早島中

15.57/+0.6-9m36-1m40-55.09

河本　侑磨   (3)  1872

香和中

17.60/-0.0-7m18-1m45-54.02

小松原　正稀 (3)  1840

倉敷南中

17.13/+0.2-7m18-1m50-56.98

濵﨑　椋     (2)  1786

玉島東中

17.92/+0.2-8m53-1m66-1:02.11

時澤　尚也   (3)  1734

香和中

17.29/+0.6-7m95-1m40-58.67

周藤　尊     (2)  1679

石井中

19.88/-0.0-8m04-1m78-1:02.21

男子

１００ｍ

《１年生》

6/4 末澤　里奈子 (1) 13.22/-0.3

旭東中

松本　彩     (1) 13.72/-0.3

旭東中

石井　嘉乃   (1) 13.88/-0.3

竜操中

野村　琴心   (1) 13.94/-0.3

京山中

草野　菜々子 (1) 14.14/-0.3

中山中

安田　唯     (1) 14.15/-0.3

石井中

山本　稀月   (1) 14.38/-0.3

井原中

西﨑　汐里   (1) 14.61/-0.3

旭東中

１００ｍ

《２年生》

6/4 梅澤　里歩   (2) 13.08/-2.0

岡山中央中

井出　美聡   (2) 13.14/-2.0

市操山中

犬飼　桃菜   (2) 13.36/-2.0

吉備中

原瀬　彩花   (2) 13.78/-2.0

総社東中

三島　真帆   (2) 13.91/-2.0

総社東中

松永　玲那   (2) 13.92/-2.0

倉敷東中

岡崎　愛心   (2) 14.00/-2.0

旭東中

石井　心     (2) 14.07/-2.0

琴浦中

１００ｍ

《３年生》

6/4 吉行　梨乃   (3) 13.01/-1.3

竜操中

原　佳奈穂   (3) 13.18/-1.3

御津中

谷本　きなり (3) 13.28/-1.3

金光学園中

杉野　綾香   (3) 13.30/-1.3

桑田中

長崎　陽     (3) 13.38/-1.3

芳泉中

守谷　亜美   (3) 13.48/-1.3

東陽中

安藤　萌衣   (3) 13.58/-1.3

哲多中

塩津　綺菜   (3) 13.62/-1.3

総社東中

８００ｍ

《１年生》

6/4 有富　郁     (1)  2:23.14

吉備中

山本　笑莉   (1)  2:26.24

琴浦中

長谷川　育美 (1)  2:30.04

灘崎中

川野　さくら (1)  2:32.30

邑久中

西　　都     (1)  2:34.37

木之子中

三宅　波菜   (1)  2:34.90

琴浦中

冨田　成美   (1)  2:38.35

石井中

谷澤　美奈   (1)  2:38.51

加賀中

１５００ｍ 6/4 粟　愛華     (2)  4:52.91

新田中

正司　瑠奈   (2)  4:53.08

吉備中

堤　真花     (3)  4:53.85

岡北中

平山　美空   (3)  4:56.68

吉備中

井上　若菜   (3)  4:58.37

竜操中

砂田　珠来   (2)  5:00.44

吉備中

藤井　美春   (2)  5:01.69

琴浦中

迫田　明     (2)  5:02.52

吉備中

走幅跳 6/4 古屋　敦子   (3)   5m18/+3.2

総社東中

藤上　ほのか (3)   4m93/+0.7

福浜中

横山　育海   (3)   4m92/+2.1

山南中

渡邉　日奈   (3)   4m88/+1.5

新田中

大熊　姫佳   (3)   4m82/+0.9

倉敷東中

谷田　心優   (2)   4m81/-1.3

倉敷天城中

藤山　夢月   (2)   4m76/+1.7

真備東中

政森　千陽   (3)   4m60/+0.3

高梁中

４種総合得点

100mH-走高跳-砲丸投-200m

6/4 板野　茉央   (3)  2328

吉備中

15.48/+0.4-1m35-9m06-28.13/+0.6

頓宮　未空   (2)  2289

吉備中

15.42/+1.6-1m25-8m34-26.88/+0.6

四方　美由紀 (3)  2268

津山西中

15.77/+0.2-1m35-8m49-27.96/+0.6

和田　明日香 (2)  2120

岡山大附中

17.46/+0.4-1m40-7m46-27.18/-1.4

有汲　颯妃   (2)  2120

吉備中

17.09/-0.4-1m25-11m27-28.90/+0.6

二宮　紫音   (3)  2057

竜操中

17.29/+0.4-1m43-8m71-29.69/+0.6

青井　凜     (3)  2039

西大寺中

16.30/+0.2-1m25-7m80-28.19/-1.4

越智　小凜   (3)  2039

宇野中

17.04/+1.6-1m35-11m28-31.65/+0.6

女子

■グランドコンデイション

 6月 4日  9:15 晴れ  24.5℃   46％ 南南東 1.7m/s

 6月 4日 10:00 晴れ  24.0℃   52％ 南東 0.8m/s

 6月 4日 11:00 晴れ  24.5℃   49％ 南西 1.0m/s

 6月 4日 12:00 晴れ  26.5℃   45％ 南南東 1.7m/s

 6月 4日 13:00 晴れ  26.0℃   45％ 南南東 2.0m/s

 6月 4日 14:00 晴れ  26.0℃   36％ 南南西 1.2m/s

 6月 4日 15:00 晴れ  26.5℃   35％ 南南東 0.9m/s

 6月 4日 16:00 晴れ  25.5℃   41％ 南南東 1.3m/s

■主催／一般財団法人岡山陸上競技協会

■共催／岡山県中学校体育連盟

■後援／岡山県教育委員会
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