
第１１回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部第１１回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部第１１回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部第１１回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部 17333703

兼第５５回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会兼第５５回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会兼第５５回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会兼第５５回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会
2017年6月17日(土)～18日(日)      決勝一覧表　　　

倉敷運動公園陸上競技場 332010

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》

6/18 藤原　煌牙　 (1) 12.47/+0.5
児島中

七村　雄大   (1) 12.81/+0.5
総社西中

尾﨑　泰成   (1) 12.90/+0.5
倉敷北中

杉原　寛人   (1) 12.95/+0.5
総社東中

三村　晃世   (1) 13.02/+0.5
倉敷東中

平井　飛羽   (1) 13.09/+0.5
総社西中

中田　錠     (1) 13.14/+0.5
福田南中

合田　吏玖   (1) 13.28/+0.5
倉敷北中

１００ｍ
《２年》

6/17 光畑　星輝   (2) 11.58/-1.0
NGR総社東中

岡　滉貴     (2) 12.00/-1.0
倉敷西中

髙橋　快吏   (2) 12.08/-1.0
総社西中

中田　昂宏   (2) 12.10/-1.0
庄中

田邉　直暉   (2) 12.14/-1.0
郷内中

室山　侑輝   (2) 12.39/-1.0
庄中

川東　晴     (2) 12.40/-1.0
倉敷天城中

井上　侑哉   (2) 12.50/-1.0
玉島東中

１００ｍ
《３年》

6/17 三宅　廉     (3) 11.51/-0.9
早島中

木口　響     (3) 11.65/-0.9
総社西中

加門　昂大   (3) 11.71/-0.9
真備東中

三井　啓吾   (3) 11.77/-0.9
児島中

中村　晴人   (3) 倉敷北中 11.80/-0.9
平松　康     (3) 総社西中

林　蒼葉     (3) 11.93/-0.9
倉敷北中

２００ｍ 6/18 川上　昭人   (3) 23.05/+0.1
倉敷西中

光畑　星輝   (2) 23.15/+0.1
総社東中

中村　晴人   (3) 23.48/+0.1
倉敷北中

岡　滉貴     (2) 23.95/+0.1
倉敷西中

別府　直樹   (3) 24.00/+0.1
総社西中

中田　昂宏   (2) 24.05/+0.1
庄中

三井　啓吾   (3) 24.14/+0.1
児島中

４００ｍ 6/17 金盛　圭悟   (3) 53.23
総社東中

結城　海人   (3) 54.17
味野中

岡田　啓     (3) 54.51
倉敷北中

二葉　喬登   (3) 55.39
庄中

山口　宙斗   (3) 56.17
琴浦中

中田　有哉   (3) 56.74
東陽中

真鍋　光輝   (3) 57.31
琴浦中

８００ｍ 6/17 松本　敦靖   (3)  2:07.60
玉島東中

長尾　颯汰   (3)  2:08.12
児島中

古池　謙太   (3)  2:09.04
東陽中

三宅　将暖   (2)  2:13.00
総社西中

守安　拓登   (3)  2:14.75
総社東中

平田　唯斗   (3)  2:15.57
倉敷第一中

政廣　優季   (2)  2:20.34
新田中

松本　渚生   (3)  2:31.32
新田中

１５００ｍ
《１年》

6/18 大西　柊太朗 (1)  4:38.58
早島中

嘉良戸　翔太 (1)  4:44.28
味野中

新中　晴也   (1)  4:45.54
倉敷南中

角南　秀行   (1)  4:45.89
児島中

長尾　拓能   (1)  4:46.27
児島中

中塚　遥紀   (1)  4:53.24
倉敷福田中

内田　勇樹   (1)  4:59.33
児島中

赤澤　晃成   (1)  5:02.48
玉島北中

１５００ｍ
《２年》

6/18 堀口　颯亮   (2)  4:29.76
倉敷南中

佐藤　颯太   (2)  4:29.92
倉敷南中

柴田　祥希   (2)  4:30.81
玉島東中

山口　倫     (2)  4:34.07
味野中

政廣　優季   (2)  4:36.89
新田中

山田　秀人   (2)  4:38.80
琴浦中

菅原　望来   (2)  4:41.83
倉敷南中

片山　蒼大   (2)  4:41.89
児島中

１５００ｍ
《３年》

6/18 三宅　隼人   (3)  4:15.85
児島中

谷本　翔     (3)  4:18.46
倉敷東中

柏野　健吾   (3)  4:18.84
総社東中

藤原　稜太   (3)  4:20.13
倉敷第一中

森田　一希   (3)  4:21.03
多津美中

平山　侑聖   (3)  4:23.31
東陽中

松本　敦靖   (3)  4:23.47
玉島東中

矢萩　一揮   (3)  4:26.46
玉島東中

３０００ｍ 6/17 三宅　隼人   (3)  9:12.78
児島中

谷本　翔     (3)  9:15.66
倉敷東中

森田　一希   (3)  9:21.67
多津美中

矢萩　一揮   (3)  9:24.96
玉島東中

藤原　稜太   (3)  9:31.79
倉敷第一中

柏野　健吾   (3)  9:43.64
総社東中

山下　哲也   (3)  9:43.71
玉島北中

大森　息吹   (3)  9:46.64
新田中

１１０ｍＨ
(0.914m)

6/18 三宅　廉     (3) 14.92/-0.4
=GR早島中

平松　康     (3) 15.36/-0.4
総社西中

守屋　康大   (3) 16.08/-0.4
倉敷西中

小松原　正稀 (3) 16.47/-0.4
倉敷南中

藤原　綾土   (3) 16.62/-0.4
新田中

守屋　健人   (3) 17.53/-0.4
倉敷西中

４×１００ｍ 6/18 総社西中 44.31
NGR髙橋　快吏   (2)

平松　康     (3)
小﨑　律稀   (3)
木口　響     (3)

倉敷北中 44.94
中村　晴人   (3)
岡田　啓     (3)
林　蒼葉     (3)
中村　澄人   (3)

倉敷西中 45.46
守屋　健人   (3)
岡　滉貴     (2)
守屋　康大   (3)
川上　昭人   (3)

総社東中 45.75
柴北　大智   (3)
金盛　圭悟   (3)
前田　龍之介 (3)
光畑　星輝   (2)

児島中 45.84
垣本　竜成   (3)
三井　啓吾   (3)
織田　凌河   (3)
織田　大地   (3)

庄中 47.08
武田　考生   (3)
二葉　喬登   (3)
室山　侑輝   (2)
中田　昂宏   (2)

新田中 47.53
泉　昌希     (3)
貞方　公利   (2)
谷田　秀斗   (3)
松尾　涼太郎 (3)

玉島東中 47.62
小幡　泰也   (3)
稲垣　陽天   (2)
濵﨑　椋     (2)
田邉　朋哉   (3)

走高跳 6/18 濵﨑　椋     (2) 1m70
玉島東中

三宅　浩太   (3) 1m70
倉敷南中

井上　侑哉   (2) 1m65
玉島東中

鴨井　息吹   (2) 倉敷北中 1m55
小野　大翔   (2) 玉島東中

日比野　晴澄 (3) 倉敷西中 1m45
田中　亮太朗 (2) 郷内中

廣田　嵐     (3) 倉敷南中 1m40
吉田　澪生   (2) 新田中
柴田　知樹   (2) 庄中
佐柳　敦大   (2) 東陽中
守安　光     (2) 総社東中

走幅跳 6/17 守屋　康大   (3)   6m12/+0.5
倉敷西中

小﨑　律稀   (3)   6m05/+0.6
総社西中

谷田　秀斗   (3)   5m94/+0.4
新田中

織田　凌河   (3)   5m72/+0.4
児島中

岩切　友志   (2)   5m66/ 0.0
倉敷東中

小山　大耀   (2)   5m63/+1.2
倉敷西中

髙橋　快吏   (2)   5m45/+1.2
総社西中

淺原　唯貴   (3)   5m33/+0.8
玉島東中

砲丸投
(4.000kg)

6/18 高原　大聖   (3)  11m92
倉敷北中

真鍋　光輝   (3)  10m96
琴浦中

小橋　勇太   (3)  10m17
倉敷西中

長谷川　温郎 (3)   9m80
福田南中

坂本　健流   (3)   9m57
倉敷北中

中塚　玄起   (2)   8m88
味野中

垣本　竜成   (3)   8m72
児島中

阿部　友輝   (2)   8m52
児島中

４種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

6/17 川上　昭人   (3)  2290
倉敷西中
16.65/-0.9-11m03-1m60-54.54

藤原　綾土   (3)  1967
新田中
16.68/-0.9-8m21-1m50-56.46

小松原　正稀 (3)  1945
倉敷南中
16.97/-0.9-7m53-1m55-56.17

西山　慧     (2)  1591
東陽中
21.50/-0.9-9m32-1m50-57.10

明石　恒希   (3)  1283
児島中
20.26/-0.9-7m93-1m40-1:04.43

久米　陽大   (2)  1283
東陽中
20.70/-0.9-6m61-1m40-1:00.80

中岡　隼哉   (3)  1229
児島中
19.21/-0.9-6m13-1m35-1:04.39

長田　亮太   (2)  1147
玉島東中
19.71/-0.9-5m74-1m30-1:03.88

男子

１００ｍ
《１年》

6/18 山本　実夢   (1) 13.47/+1.1
総社西中

松村　佳帆   (1) 13.84/+1.1
倉敷第一中

岡﨑　真衣   (1) 13.85/+1.1
総社西中

安井　明日香 (1) 13.98/+1.1
総社東中

山口　紗知   (1) 14.01/+1.1
福田南中

塩田　奈緒   (1) 14.10/+1.1
玉島北中

磯谷　さくら (1) 14.29/+1.1
総社東中

渡辺　菜穂   (1) 14.54/+1.1
庄中

１００ｍ
《２年》

6/17 兼高　心愛   (2) 12.63/-1.1
NGR倉敷南中

原瀬　彩花   (2) 13.26/-1.1
総社東中

石井　心     (2) 13.38/-1.1
琴浦中

谷田　心優   (2) 13.55/-1.1
倉敷天城中

松永　玲那   (2) 13.66/-1.1
倉敷東中

三島　真帆   (2) 13.67/-1.1
総社東中

白神　帆乃香 (2) 13.67/-1.1
倉敷西中

沖　杏奈     (2) 13.68/-1.1
郷内中

１００ｍ
《３年》

6/17 大熊　姫佳   (3) 13.13/+0.5
倉敷東中

守谷　亜美   (3) 13.17/+0.5
東陽中

隠地　美桜   (3) 13.26/+0.5
琴浦中

塩津　綺菜   (3) 13.27/+0.5
総社東中

渡邉　日奈   (3) 13.29/+0.5
新田中

今井　あい   (3) 13.42/+0.5
新田中

中尾　佑衣   (3) 13.74/+0.5
玉島北中

２００ｍ 6/18 兼高　心愛   (2) 26.01/-0.9
倉敷南中

原瀬　彩花   (2) 27.18/-0.9
総社東中

大熊　姫佳   (3) 27.47/-0.9
倉敷東中

石井　心     (2) 27.52/-0.9
琴浦中

守谷　亜美   (3) 27.97/-0.9
東陽中

隠地　美桜   (3) 28.07/-0.9
琴浦中

竹内　萌々子 (3) 28.51/-0.9
連島南中

８００ｍ
《１年》

6/17 山本　笑莉   (1)  2:24.71
NGR琴浦中

佐藤　仁美   (1)  2:33.15
清心中

大森　胡桃   (1)  2:34.22
倉敷西中

三宅　波菜   (1)  2:36.15
琴浦中

安藤　笑顔   (1)  2:43.24
東陽中

古城　風音   (1)  2:44.93
玉島東中

数野　光央   (1)  2:47.52
倉敷西中

和氣　葵依   (1)  2:48.73
庄中

８００ｍ 6/17 萩原　柚乃   (3)  2:21.06
玉島北中

粟　愛華     (2)  2:24.47
新田中

安藤　充郁   (3)  2:26.54
玉島北中

蒲生　ひなの (3)  2:26.58
琴浦中

犬飼　菜月   (2)  2:28.93
庄中

犬飼　葉月   (2)  2:30.29
庄中

赤澤　莉子   (3)  2:31.78
玉島北中

香西　真帆   (2)  2:39.62
玉島東中

１５００ｍ 6/18 萩原　柚乃   (3)  4:47.04
玉島北中

山本　笑莉   (1)  4:47.38
琴浦中

粟　愛華     (2)  4:52.22
新田中

藤井　美春   (2)  5:01.25
琴浦中

安藤　充郁   (3)  5:01.47
玉島北中

那須　愛里   (2)  5:03.46
真備東中

中川　綾乃   (3)  5:04.41
琴浦中

井上　朝賀   (3)  5:04.46
庄中

１００ｍＨ
(0.762m)

6/18 古屋　敦子   (3) 14.73/+0.3
総社東中

狩野　麻央   (3) 16.15/+0.3
玉島東中

笹井　香乃   (3) 16.27/+0.3
味野中

虫明　愛実   (3) 16.55/+0.3
玉島東中

中村　茉子   (2) 16.84/+0.3
倉敷西中

安原　百香   (1) 17.43/+0.3
倉敷西中

中村　藍里   (3) 17.76/+0.3
倉敷東中

原　莉李花   (2) 17.87/+0.3
味野中

４×１００ｍ 6/18 総社東中 50.84
原瀬　彩花   (2)
塩津　綺菜   (3)
三島　真帆   (2)
古屋　敦子   (3)

倉敷東中 51.71
藤井　里帆   (2)
大熊　姫佳   (3)
大島　みほか (2)
松永　玲那   (2)

新田中 52.34
田中　彩乃   (2)
白石　遥     (2)
渡邉　日奈   (3)
今井　あい   (3)

玉島東中 52.51
狩野　麻央   (3)
田中　秋音   (2)
虫明　愛実   (3)
藤井　紗登   (3)

倉敷西中 52.96
長谷川　遥   (3)
白神　帆乃香 (2)
髙山　青空   (2)
中村　茉子   (2)

味野中 53.03
髙月　胡希   (3)
木村　千紘   (3)
嘉良戸　百花 (3)
岡田　野々華 (3)

東陽中 53.41
田村　春奈   (3)
守谷　亜美   (3)
大岡　虹斗   (3)
今田　果凛   (3)

連島南中 54.17
相見　七海   (2)
広地　陽菜   (3)
牧野　静香   (3)
竹内　萌々子 (3)

走高跳 6/18 小野　珠実   (3) 1m51
倉敷西中

渡邉　愛実果 (3) 1m48
総社東中

進藤　萌々香 (3) 1m45
庄中

下山　なず菜 (3) 1m40
総社東中

鳥越　さくら (3) 倉敷西中 1m35
大橋　郁佳   (2) 玉島北中

植村　凜     (3) 1m30
味野中

布利幡　里奈 (3) 1m25
東陽中

走幅跳 6/18 古屋　敦子   (3)   5m23/-0.1
総社東中

白石　遥     (2)   5m00/+0.2
新田中

岡田　野々華 (3)   4m80/+0.9
味野中

木村　美咲   (3)   4m74/-0.7
総社西中

渡邉　日奈   (3)   4m72/-0.3
新田中

谷田　心優   (2)   4m64/+0.9
倉敷天城中

田中　美尋   (3)   4m55/+0.8
倉敷第一中

山本　実夢   (1)   4m52/-0.1
総社西中

砲丸投
(2.721kg)

6/17 森田　萌依   (3)  10m99
福田南中

中田　風花   (3)  10m58
福田南中

松永　玲那   (2)  10m19
倉敷東中

児島　里奈   (2)   9m61
児島中

長谷川　遥   (3)   9m32
倉敷西中

菱川　夏奈   (3)   9m31
児島中

中山　結愛   (3)   9m07
総社東中

吉見　知佳   (2)   9m00
倉敷福田中

４種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

6/17 渡邉　愛実果 (3)  2165
総社東中
17.48/-1.9-1m45-8m26-27.89/-1.2

笹井　香乃   (3)  2114
味野中
16.37/-0.8-1m35-8m12-28.69/-1.2

西本　未弥妃 (2)  1615
児島中
19.57/-1.9-1m30-7m01-29.32/-1.2

田中　彩乃   (2)  1587
新田中
17.97/-0.8-1m20-6m68-30.20/-1.2

原　莉李花   (2)  1569
味野中
17.98/-0.8-1m20-6m89-30.64/-1.2

布利幡　里奈 (3)  1552
東陽中
19.17/-0.8-1m30-7m65-31.37/-1.2

笹井　愛加   (2)  1509
味野中
19.35/-1.9-1m25-6m97-30.34/-1.2

板野　梨南   (3)  1496
総社東中
20.01/-0.8-1m25-6m62-29.40/-0.7

女子

■グランドコンディション
 6月17日  9:30 晴れ  24.0℃   60％ 南東 1.7m/s
 6月17日 10:00 晴れ  26.0℃   48％ 北北西 1.2m/s
 6月17日 11:00 晴れ  26.0℃   48％ 東 1.5m/s
 6月17日 12:00 晴れ  26.0℃   48％ 北北東 2.5m/s
 6月17日 13:00 晴れ  27.0℃   50％ 南東 2.3m/s
 6月17日 14:00 晴れ  27.0℃   50％ 東 2.0m/s
 6月17日 15:00 曇り  27.0℃   50％ 東 1.2m/s

　
 6月18日  9:00 曇り  26.0℃   62％ 西 1.1m/s
 6月18日 10:00 曇り  26.5℃   58％ 北東 0.7m/s
 6月18日 11:00 曇り  28.5℃   54％ 北 0.9m/s
 6月18日 12:00 曇り  26.0℃   62％ 南 1.1m/s
 6月18日 13:00 晴れ  31.0℃   54％ 北東 1.3m/s
 6月18日 14:00 晴れ  31.0℃   54％ 北北西 1.7m/s

■主催／備南東地区中学校体育連盟
　　　　倉敷市陸上競技協会
　　　　倉敷市体育協会
■後援／山陽新聞社

トラック審判長：荒井　　太
ﾌｨｰﾙﾄﾞ　審判長：安部　篤征
スタート審判長：奥井　智昭
記　録　主　任：桑本　康則

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）


