
2017年6月4日(日)　　　決勝一覧表　332010

倉敷運動公園陸上競技場　332010
種別 種目名

岡崎　雅也 10.65 秋野　雅人 10.85 大山　和茂 10.89 松尾　直樹 10.96 谷口　諒 10.97 福元　康介 11.19 吉田　直人 11.28 中田　大貴 11.33
岡山商科大学 +1.8 岡山商科大学 +1.8 環太平洋大学 +1.8 美作大学 +1.8 美作大学 +1.8 徳山大学 +1.8 川崎医療福祉大学 +1.8 環太平洋大学 +1.8
大山　和茂 21.57 岡崎　雅也 21.99 山下　雄大 22.20 中田　大貴 22.35 平居　凌 22.78 橋本　正太 22.87 依光　蓮 23.00
環太平洋大学 +0.4 岡山商科大学 +0.4 福山平成大学 +0.4 環太平洋大学 +0.4 美作大学 +0.4 岡山商科大学 +0.4 岡山商科大学 +0.4
園部　翔平 48.85 日隈　凌 49.84 富田 悠介　 50.70 松本　敬幸 50.94 小林　祐介 51.22 山手　滉 51.62 宮本　大輝 52.16 堀川 聡哉 53.39
環太平洋大学 環太平洋大学 吉備国際大学 徳山大学 川崎医療福祉大学 広島工業大学 広島工業大学 松山大学
野口　豪樹 1:57.92 郷田　渉 1:59.02 村上　隼 1:59.44 小山　昭 1:59.81 原　和輝 2:00.04 佐藤　光俊 2:02.74 北野　紘一 2:05.24 角本　憲史 2:08.54
川崎医療福祉大学 環太平洋大学 松山大学 環太平洋大学 美作大学 四国大学 環太平洋大学 岡山商科大学
上杉　太一 4:06.31 太田　真輝 4:10.23 佐々木　章大 4:13.54 浦岡　健 4:16.01 小村　純太 4:18.90 中尾　義貴 4:20.20 森　裕貴 4:24.54 廣瀬　将一 4:31.50
松山大学 松山大学 川崎医療福祉大学 川崎医療福祉大学 環太平洋大学 環太平洋大学 岡山理科大学 松山大学
新居　卓也 16:22.16 村上 隼 16:40.88 遠藤 航 16:54.23 上杉 太一 16:59.84
四国大学 松山大学 吉備国際大学 松山大学
田平　守 16.22 大倉　悠幹 16.43 白井　孝拓 17.73
岡山商科大学 -2.5 岡山商科大学 -2.5 環太平洋大学 -2.5
本城　和貴 55.87 松本　聖一郎 57.50 金子　大輔 59.43 宜野座　康右 59.57 坂口　涼介 59.64 堀川 聡哉 1:01.91 安東　大輝 1:04.64
環太平洋大学 岡山商科大学 徳山大学 環太平洋大学 四国大学 松山大学 岡山理科大学
土居森　諒 9:35.23 原田　海 9:54.51 齋藤　勇太 9:57.82 大田　真輝 10:07.79 吉見　健太 10:40.86 木下　陽裕 10:57.95 河本　慎之助 11:02.94
環太平洋大学 徳山大学 川崎医療福祉大学 松山大学 広島修道大学 松山大学 松山大学
環太平洋大学 42.75 岡山商科大学 42.75 川崎医療福祉大学 43.30 美作大学 44.07

中田　大貴 岡崎　雅也 合田　諒 宮川　裕斗
大山　和茂 橋本　正太 吉田　直人 平居　凌
山崎　定将 秋野　雅人 平野　智己 小林　靖典
竹本　敦也 小川　聖斗 斎藤　直樹 竹村 太希

環太平洋大学 3.22.44 岡山商科大学 3.28.67
園部　翔平 本田　直紀
田中　恵樹 角本　憲史
西口　匠 依光　蓮

本城　和貴 松本　聖一郎
広田　勇一 2m01 渡部　史也　 1m95 藤井　丈 1m95 矢野　翔 1m95
岡山商科大学 松山大学 環太平洋大学 岡山理科大学
山本　恵佑 4m30 柚木　海人 2m70
環太平洋大学 岡山商科大学
平野　智己 7m18 三宅　諒亨 6m89 向井　達哉 6m86 藤原　琳久 6m78 田坂　雅人 6m55 本田　直紀 6m30 松勢　光平 6m28 山岡　大悟 6m08
川崎医療福祉大学 +2.8 川崎医療福祉大学 -1.1 環太平洋大学 +0.6 岡山商科大学 +0.6 岡山商科大学 +0.0 岡山商科大学 -0.4 環太平洋大学 +2.5 美作大学 +0.3
渡部　史也 14m46 平岡 宥人 14m00 神戸　力斗 13m61 安宮　和樹 13m48 真倉　夏樹 13m20 北川　翔 12m90 中岡　響平 12m77 福庭　将仁　 12m74
松山大学 -1.7 松山大学 ＋1.8 岡山商科大学 -3.3 環太平洋大学 +2.9 広島工業大学 +1.7 環太平洋大学 -0.2 美作大学 -2.3 岡山商科大学 +1.1
柳生　恭平 13m01 迎　秦輝 12m85 吉本　瑞季 11m72 万治　秀明 11m01 笠原　彩翔 10m74 岩田　英之 10m28 若林　広樹 9m64 杉岡　秀人 7m63
環太平洋大学 環太平洋大学 岡山商科大学 倉敷芸術科学大学 岡山商科大学 岡山商科大学 広島工業大学 広島工業大学
田村　基暉 37m25 岩田　英之 36m01 有本　涼 35m13 柾岡　真太朗 34m91 三谷　真也 34m60 笠原　彩翔 33m42 若林　広樹 29m59 葛西　凌也 28m60
環太平洋大学 岡山商科大学 環太平洋大学 川崎医療福祉大学 環太平洋大学 岡山商科大学 広島工業大学 岡山理科大学
森　義政 59m15 古閑　隼人 55m72 山崎　雄祐　 54m42 田平　守 53m16 續　駿也 49m58 柚木　海人　 40m94 濱田　知宏 40m86 今井　大介 34m11
環太平洋大学 環太平洋大学 環太平洋大学 岡山商科大学 岡山商科大学 岡山商科大学 川崎医療福祉大学 岡山理科大学
馬場　梓 12.53 岩市 桜子 12.70 小川　瑠 12.85 升尾　春奈　 12.86 近藤　真由 12.91 齋藤 祐香 13.35 片岡　真理子 13.67 髙杉　桃子 13.79
ノートルダム清心女子大学 +0.8 松山大学 +0.8 美作大学 +0.8 美作大学 +0.8 四国大学 +1.1 吉備国際大学 +1.1 四国大学 +1.1 ノートルダム清心女子大学 +0.8
馬場　梓 26.86 近藤　真由 27.51 小川　莉奈 28.20 古川　愛美 28.73 片岡　真理子 28.95 髙杉　桃子 29.66 中村 真衣子 30.73
ノートルダム清心女子大学 -3.9 四国大学 -3.9 美作大学 -3.9 岡山理科大学 -3.9 四国大学 -3.9 ノートルダム清心女子大学 -3.9 松山大学 -3.9
加藤　幸 59.53 佐野　亜衣 1:00.96 八田　彩水 1:02.04 藪木　まりあ 1:02.53 森　楓恋 1:04.95
環太平洋大学 環太平洋大学 環太平洋大学 川崎医療福祉大学 美作大学
谷村　香菜子 2:25.37 加藤　雛子 2:27.32 中尾　明日香 2:33.12 加井　晴夏 2:39.25 山田　美香 2:43.80 橋本　翔子 2:46.35 原　みづ穂 3:02.28
環太平洋大学 川崎医療福祉大学 美作大学 環太平洋大学 川崎医療福祉大学 四国大学 四国大学
遠藤　桃菜 10:27.28 山室　優香 10:30.28 荒川　保乃香 10:55.57
四国大学 ノートルダム清心女子大学 四国大学
宮下 あかり 15.82 花谷　優希奈 16.81
松山大学 +1.1 美作大学 +1.1
伊尻　裕唯 1:05.01 篠原　愛海 1:08.14
環太平洋大学 環太平洋大学
環太平洋大学 49.61 美作大学 54.20

加藤　幸 堀　遥菜
篠原　愛美 中尾　明日香

谷村　香菜子 筏津　沙紀
佐野　亜衣 飯島　可奈

環太平洋大学 4:02.17
佐野　亜衣
加藤　幸

八田　彩水
谷村　香菜子

見良津　菜緒 1m60 渡邉　麻菜香 1m60 竹本　実桜 1m55
環太平洋大学 環太平洋大学 川崎医療福祉大学

寺内　春菜 2ｍ90
四国大学
千年原　友香 5m04
環太平洋大学 +0.4
藤本　佑月 12m93 波多　彩希 11m07 土生　友美 9m55
徳山大学 四国大学 環太平洋大学
脇田　清加 38m91 花村　優 35m28 渡部　麻佳 33m42 畑　愛実 33m24 波多　彩希 23m91
環太平洋大学 NGR 環太平洋大学 環太平洋大学 美作大学 四国大学
岡村　亜彩 46m05 宮下　史圭 38m06 川中　彩圭 33m43 足立　琴音 30m89
環太平洋大学 環太平洋大学 環太平洋大学 川崎医療福祉大学
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