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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 8/13 武田　卓也 11.54/-0.4

岡山・三菱自動車水島
土井　将史 11.55/-0.4
岡山・岡山ＡＣ

山名　和也 11.57/-0.4
岡山・ＯＵＦ

木村　一也 11.65/-0.4
岡山・岡山ＡＣ

谷森  　凜  (2) 12.19/-1.9
岡山・邑久高

重友　謙伸  (1) 12.38/-2.1
岡山・邑久高

杉香　紀彦 12.45/-2.1
岡山・岡山ＡＣ

白髭　　駿 12.46/-0.4
岡山・ＯＵＦ

２００ｍ 8/13 木村　一也 23.39/-2.8
岡山・岡山ＡＣ

住井　和紀 23.73/-2.8
岡山・ＯＵＦ

大亀　詩門  (1) 24.18/-2.8
岡山・就実高

河合　隆志  (2) 25.52/-2.8
岡山・邑久高

岡　　雅満 27.86/-2.8
岡山・岡山ＡＣ

尾崎　秀馬  (1) 28.39/-2.8
岡山・岡山後楽館高

８００ｍ 8/13 山田　泰裕  1:59.88
岡山・ＯＵＦ

森　　海都  2:09.88
岡山・ＯＵＦ

来見  健史  2:20.12
岡山・上南ＡＣ

１５００ｍ 8/13 来見  健史  4:45.02
岡山・上南ＡＣ

三宅　康夫  4:55.77
広島・福山市

仁科　友佑  (1)  5:04.35
岡山・備前緑陽高

大橋　　裕  5:08.42
岡山・岡山ＡＣ

加藤　吉則  5:16.27
岡山・六条院の疾風

衣笠　　黎  (2)  5:48.78
岡山・備前緑陽高

西川　尚男  5:59.90
岡山・岡山県庁

走幅跳 8/13 大亀　詩門  (1)   6m32/+0.2
岡山・就実高

竹谷　幸希也(1)   5m66/+2.1
岡山・ＯＳＩT&F

岡田　　悠   5m22/+1.0
岡山・岡山ＡＣ

守屋　敦史   4m54/+1.9
岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

砲丸投
(7.260kg)

8/13 犬飼　邦明  10m06
岡山・岡山ＡＣ

岡田　　悠   7m27
岡山・岡山ＡＣ

仲村　　直   7m08
岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

男子
高校
　・　
一般

１００ｍ 8/13 神寳　泰盛  (3) 12.33/-3.1
岡山・邑久中

三島　　諒  (2) 12.35/-3.1
岡山・竜操中

佐藤　圭悟  (3) 12.40/-3.1
岡山・岡山操山中

数原　由大  (1) 12.41/-3.1
岡山・新見南中

川淵　正幸  (3) 12.43/-3.1
岡山・宇野中

伊藤　孝太  (2) 12.56/-3.1
岡山・竜操中

小林　立典  (3) 12.61/-3.1
岡山・岡北中

三宅　和樹  (3) 12.75/-2.8
岡山・宇野中

２００ｍ 8/13 川淵　正幸  (3) 24.88/-1.9
岡山・宇野中

杉本　　仁  (1) 25.11/-1.9
岡山・邑久中

小林　立典  (3) 25.48/-1.9
岡山・岡北中

谷口　聖真  (2) 25.62/-1.9
岡山・備前中

郡司掛　和也(3) 25.78/-1.9
岡山・備前中

岡本　　開  (3) 26.05/-2.1
岡山・備前中

濵田　健吾  (2) 26.98/-2.1
岡山・備前中

角南　季明  (2) 27.41/-2.1
岡山・福浜中

８００ｍ 8/13 中家　大誓  (2)  2:20.18
岡山・宇野中

二万　桜太  (2)  2:22.11
岡山・宇野中

藤原　海都  (1)  2:22.95
岡山・宇野中

藤岡　　航  (2)  2:28.02
岡山・宇野中

上野　由騎  (2)  2:28.52
岡山・宇野中

藤原　龍城  (1)  2:28.60
岡山・宇野中

福井　渚大  (1)  2:31.97
岡山・宇野中

１５００ｍ 8/13 伊加　拓海  (2)  4:16.65
NGR岡山・邑久中

長谷川　凌央(3)  4:16.91
NGR岡山・上道中

長塩　寛至  (3)  4:24.56
岡山・竜操中

杉本　　仁  (1)  4:28.67
岡山・邑久中

波多野　直人(3)  4:39.36
岡山・岡山操山中

中家　大誓  (2)  4:45.86
岡山・宇野中

長谷川　翔央(3)  4:53.53
岡山・瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

二万　桜太  (2)  4:57.92
岡山・宇野中

走高跳 8/13 岡本　　譲  (2) 1m75
NGR岡山・宇野中

走幅跳 8/13 神寳　泰盛  (3)   6m05/+1.9
NGR岡山・邑久中

光本　周平  (3)   5m50/+3.2
岡山・山南中

佐々木　龍佑(3)   5m45/+2.3
岡山・竜操中

三島　　諒  (2)   5m44/+2.7
岡山・竜操中

小山　晃青  (2)   5m34/+1.3
岡山・邑久中

伊藤　孝太  (2)   5m15/+2.8
岡山・竜操中

数原　由大  (1)   5m02/+2.4
岡山・新見南中

寺見　蓮太郎(3)   4m96/+1.8
岡山・備前中

砲丸投
(5.000kg)

8/13 宗兼　憂門  (2)  11m49
岡山・宇野中

難波　聖司  (1)   7m72
岡山・宇野中

衣笠　　秀  (3)   7m39
岡山・備前中

男子
中学生

１００ｍ 8/13 川本　航太  (3) 16.74/-1.0
岡山・瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

石坂　祐樹  (3) 16.96/-2.5
岡山・ゆめりく

三原　陽登  (3) 16.98/-2.5
岡山・上南ＡＣ

岡　　春輝  (3) 17.24/-2.2
岡山・上南ＡＣ

大村　兼慎  (3) 17.35/-2.7
岡山・開成小

中西　蒼良  (3) 17.52/-1.0
岡山・ゆめりく

田中　琉斗  (2) 17.65/-2.2
岡山・瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

川村　良世  (3) 17.97/-1.0
岡山・上南ＡＣ

１０００ｍ 8/13 川本　航太  (3)  3:34.00
NGR岡山・瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

石坂　祐樹  (3)  3:39.97
NGR岡山・ゆめりく

中西　蒼良  (3)  3:40.58
NGR岡山・ゆめりく

川村　良世  (3)  3:40.63
NGR岡山・上南ＡＣ

石坂　俐樹  (2)  3:48.78
岡山・ゆめりく

来見　旺汰  (3)  3:49.89
岡山・上南ＡＣ

松原　　歩  (3)  4:01.15
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

三原　陽登  (3)  4:01.46
岡山・上南ＡＣ

男子
小学生
低学年

１００ｍ 8/13 谷野　佑成  (6) 14.01/-1.7
岡山・福浜ＡＣ

角南　香明  (6) 14.16/-1.7
岡山・福浜ＡＣ

小林　日向  (6) 14.63/-1.7
岡山・福浜ＡＣ

矢部　理一  (6) 14.78/-1.7
岡山・瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

谷森　　仙  (6) 15.02/-2.2
岡山・ゆめりく

砂子　泰志  (6) 15.07/-2.2
岡山・瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

國塩　大翔  (5) 15.20/-1.7
岡山・ゆめりく

岡村　涼佑  (4) 15.26/-2.3
岡山・福浜小

１０００ｍ 8/13 正富　弘輝  (6)  3:20.52
岡山・上南ＡＣ

平田　成利  (5)  3:32.91
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

秋久　弥礼  (6)  3:35.26
岡山・ゆめりく

井上　隆世  (5)  3:35.34
岡山・ゆめりく

川本　一太  (6)  3:36.82
岡山・上南ＡＣ

加藤　大和  (5)  3:37.66
岡山・浅口市ｼﾞｭﾆｱ

庄治　大翔  (6)  3:38.74
岡山・上南ＡＣ

豊田　丈武  (6)  3:41.08
岡山・ゆめりく

走高跳 8/13 伊加　海璃  (6) 1m25
岡山・ゆめりく

庄治　大翔  (6) 1m10
岡山・上南ＡＣ

走幅跳 8/13 谷森　　仙  (6)   4m14/-0.9
岡山・ゆめりく

石下　煌大  (6)   3m89/-0.4
岡山・ＯＳＩT&F

砂子　泰志  (6)   3m84/-1.2
岡山・瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

正富　弘輝  (6)   3m69/-0.0
岡山・上南ＡＣ

川本　一太  (6)   3m56/-1.0
岡山・上南ＡＣ

縄田　孔太郎(6)   3m43/+0.6
岡山・瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

田中　遥斗  (5)   3m33/+0.2
岡山・瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

長崎　　航  (5)   3m28/-0.9
岡山・芳泉小

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 8/13 伊加　海璃  (6)  48m10
岡山・ゆめりく

大取　崇汰  (5)  39m30
福岡・平和台Ｊr

浅野　有也  (5)  38m22
岡山・ゆめりく

國塩　大翔  (5)  35m22
岡山・ゆめりく

築山　莉央  (4)  29m20
岡山・幡多小

伊藤　颯真  (4)  28m67
岡山・幡多小

古賀　一輝  (5)  27m56
岡山・上南ＡＣ

鷹野　　蓮  (6)  20m92
岡山・上南ＡＣ

男子
小学生
高学年

１００ｍ 8/13 山田　舞子 15.22/-3.1
岡山・瀬戸内市

岡　　祐佳 16.63/-3.1
岡山・倉敷市

８００ｍ 8/13 波多野　静香  3:00.94
岡山・桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 8/13 清水　智美   4m87/+1.5
岡山・岡山ＡＣ

女子
高校
　・　
一般

１００ｍ 8/13 梅澤　里歩  (2) 13.09/-2.1
岡山・ＯＳＩT&F

安藤　萌衣  (3) 13.53/-2.1
岡山・哲多中

原　佳奈穂  (3) 13.62/-2.1
岡山・ＯＳＩT&F

白神　綾乃  (2) 13.65/-2.1
岡山・ＯＳＩT&F

長崎　　陽  (3) 13.77/-2.1
岡山・芳泉中

西江　真菜  (1) 13.78/-2.1
岡山・ＯＳＩT&F

疋田　彩乃  (3) 14.01/-2.1
岡山・邑久中

石井　嘉乃  (1) 14.02/-3.7
岡山・ＯＳＩT&F

２００ｍ 8/13 梅澤　里歩  (2) 26.93/-2.5
NGR岡山・ＯＳＩT&F

長崎　　陽  (3) 27.35/-2.5
NGR岡山・芳泉中

原　佳奈穂  (3) 27.44/-2.5
NGR岡山・ＯＳＩT&F

白神　綾乃  (2) 28.22/-2.5
岡山・ＯＳＩT&F

野村　琴心  (1) 28.81/-2.5
岡山・ＯＳＩT&F

疋田　彩乃  (3) 29.47/-2.5
岡山・邑久中

馬場　美由紀(2) 30.34/-2.5
岡山・邑久中

今田　幸希奈(1) 31.19/-2.5
岡山・邑久中

８００ｍ 8/13 小林　萌香  (3)  2:32.54
岡山・宇野中

佐藤　仁美  (1)  2:33.42
岡山・清心中

井上　若菜  (3)  2:37.95
岡山・竜操中

別府　柊羽  (1)  2:41.28
岡山・備前中

江國　　南  (2)  2:42.43
岡山・竜操中

延原　日和  (1)  2:43.71
岡山・備前中

堀内　梨未佳(1)  2:55.80
岡山・宇野中

山本　麻央  (1)  2:59.96
岡山・宇野中

１５００ｍ 8/13 川野　さくら(1)  5:09.83
岡山・邑久中

安達　歩美  (3)  5:12.66
岡山・邑久中

井上　若菜  (3)  5:15.55
岡山・竜操中

小林　萌香  (3)  5:22.87
岡山・宇野中

江國　　南  (2)  5:37.35
岡山・竜操中

松岡　綾乃  (2)  5:50.02
岡山・邑久中

勘藤　満瑠  (2)  6:14.34
岡山・竜操中

安藤　優雨  (3)  6:35.56
岡山・芳泉中

走高跳 8/13 井上　未悠  (3) 1m60
NGR岡山・宇野中

二宮　紫音  (3) 1m40
NGR岡山・竜操中

真鍋　菜々子(2) 1m35
岡山・宇野中

石井　優芽  (2) 1m30
岡山・宇野中

三宅　彩花  (1) 1m25
岡山・宇野中

柴田　亜美  (1) 1m20
岡山・邑久中

田原　珠音  (1) 1m05
岡山・宇野中

走幅跳 8/13 丸田　紬月  (1)   5m05/+1.4
NGR岡山・邑久中

吉田　友莉  (3)   4m44/+2.6
岡山・妹尾中

竹谷　香々名(1)   4m39/+1.8
岡山・ＯＳＩT&F

高瀬　鈴菜  (2)   4m17/+0.4
岡山・操南中

安原　沙映  (1)   4m04/+1.7
岡山・灘崎中

田中  友里恵(2)   3m84/+1.4
岡山・ＯＳＩT&F

井上　賀瑚  (1)   3m39/+1.6
岡山・宇野中

砲丸投
(2.721kg)

8/13 木下　愛莉  (2)  11m84
岡山・宇野中

渡邉　小桜  (3)   9m23
岡山・妹尾中

大山　未由季(2)   9m16
岡山・宇野中

田中　優心  (2)   8m06
岡山・竜操中

女子
中学生

１００ｍ 8/13 井上　華奈  (3) 17.47/-3.3
NGR岡山・ゆめりく

延原　日葵  (2) 18.29/-1.4
岡山・伊里小

新谷　一華  (3) 18.34/-1.4
岡山・上南ＡＣ

藤井　乙葉  (2) 18.48/-1.4
岡山・上南ＡＣ

大取　美鈴  (3) 19.68/-3.3
福岡・平和台Ｊr

山内　真珠  (3) 20.27/-3.3
岡山・福浜ＡＣ

杉香　　遥  (2) 20.29/-3.3
岡山・幡多小ＡＣ

角南　那奈  (1) 20.47/-1.4
岡山・福浜ＡＣ

８００ｍ 8/13 井上　華奈  (3)  3:05.96
岡山・ゆめりく

庄治　咲來  (3)  3:17.27
岡山・上南ＡＣ

藤井　乙葉  (2)  3:17.57
岡山・上南ＡＣ

植月　萌日  (1)  3:38.30
岡山・勝央北小

別府　草羽  (1)  3:52.30
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

柴田　亜由果(2)  4:04.47
岡山・ゆめりく

女子
小学生
低学年

１００ｍ 8/13 嶋村　百花  (5) 14.83/-2.3
岡山・ゆめりく

甲　　結衣  (6) 14.90/-2.3
岡山・瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

内藤　千晶  (6) 15.32/-2.3
岡山・ゆめりく

疋田　萌夏  (6) 15.49/-2.3
岡山・ゆめりく

山岡　愛奈  (6) 15.66/-2.3
岡山・福浜ＡＣ

加藤　凛花  (5) 15.83/-2.3
岡山・ゆめりく

近藤　伊小里(6) 15.85/-2.3
岡山・ＯＳＩT&F

石部　里奈  (4) 15.88/-1.8
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

８００ｍ 8/13 馬場　咲菜  (5)  2:52.61
岡山・ゆめりく

正富　菜緒  (4)  3:00.73
岡山・上南ＡＣ

別府　杏羽  (4)  3:01.60
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

大西　美碧  (5)  3:03.87
岡山・ゆめりく

井上　小桜  (5)  3:08.91
岡山・ゆめりく

中上　楓香  (5)  3:11.20
岡山・ゆめりく

植月　咲良  (4)  3:12.90
岡山・勝央北小

松原　未来  (4)  3:13.24
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

走高跳 8/13 内藤　千晶  (6) 1m20
岡山・ゆめりく

山岡　愛奈  (6) 1m15
岡山・福浜ＡＣ

森本　朱音  (6) 1m10
岡山・上南ＡＣ

来見　紗奈  (5) 岡山・上南ＡＣ 1m05
丸山　美空  (6) 岡山・ゆめりく

走幅跳 8/13 嶋村　百花  (5)   3m78/+0.6
岡山・ゆめりく

草野　理子  (6)   3m66/+1.1
岡山・中山小

近藤　伊小里(6)   3m52/+1.7
岡山・ＯＳＩT&F

國塩　心路  (5)   3m49/+1.6
岡山・ゆめりく

岡本  恭朋  (6)   3m25/+2.0
岡山・国府小

丸山　結菜  (5)   3m24/-1.6
岡山・ゆめりく

中上　楓香  (5)   3m17/+1.6
岡山・ゆめりく

加藤　凛花  (5)   3m04/+1.5
岡山・ゆめりく

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 8/13 光本　朱杏  (6)  32m57
岡山・ゆめりく

井上　小桜  (5)  31m59
岡山・ゆめりく

河内　優芽  (4)  22m96
岡山・ゆめりく

女子
小学生
高学年

■グランドコンディション
 8月13日  9:30 晴れ  31.0℃   54％ 北北西 0.7m/s
 8月13日 10:00 晴れ  32.0℃   52％ 北東 1.3m/s
 8月13日 11:00 晴れ  32.0℃   52％ 北東 2.1m/s

　
 8月13日 12:00 晴れ  32.0℃   55％ 南南東 2.7m/s
 8月13日 13:00 晴れ  34.0℃   51％ 南南西 2.4m/s

総　　　　　務：本郷　勇次
審　　判　　長：石原　和明
記　録　主　任：波多野　靖成

凡例（NGR:大会新記録）


