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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

《４年》

7/16 牧　　明紀  (4) 15.59/-2.1

久世クラブ

川田　寛太  (4) 15.74/-2.1

福田小

酒井　大輔  (4) 15.87/-2.9

井原陸上競技ｸﾗﾌﾞ

岡村　涼佑  (4) 15.91/-4.3

ＯＪＡＣ

北村　右門  (4) 15.92/-2.5

ＯＪＡＣ

銭谷　凉佑  (4) 15.92/-3.3

高島小

大塚　星周  (4) 15.99/-2.5

川上キジマール

松尾　悠矢  (4) 16.09/-2.5

中島小学校

１００ｍ

《５年》

7/16 井上　元喜  (5) 14.41/-2.0

ドリーム

時尾　勇聖  (5) 14.81/-2.6

久世クラブ

高田　博史  (5) 14.87/-0.5

井原陸上競技ｸﾗﾌﾞ

庭山　晴希  (5) 14.87/-2.6

芳泉

大塚　琳道  (5) 14.93/-0.8

川上キジマール

坂口　魁徠  (5) 15.02/-0.8

倉敷ＪＣ

生田　祐基  (5) 15.12/+0.3

新見ジュニア

川原　脩吾  (5) 15.14/-0.5

矢神クラブ

１００ｍ

《６年》

7/16 打越　　絆  (6) 13.58/-2.1

ＯＪＡＣ

福井　研登  (6) 13.91/-2.1

津山ジュニア

山本　楓稀  (6) 14.18/-2.1

井原陸上競技ｸﾗﾌﾞ

岸本　泰河  (6) 14.20/-2.1

ＭＣＲ和気

矢部　理一  (6) 14.23/-2.1

瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

成本　　環  (6) 14.56/-2.1

なでしこクラブ

秋久　雅晴  (6) 14.62/-2.1

ＭＣＲ和気

廣畑　　駿  (6) 14.85/-2.1

二藤クラブ

１０００ｍ 7/16 八百原　隼大(6)  3:01.28

井村ＲＣ

永倉　　圭  (6)  3:02.15

横井小学校

牧原　ｳｨﾘｱﾑ (6)  3:04.85

津山市立一宮小

正富　弘輝  (6)  3:06.68

上南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

三村　　幌  (6)  3:11.24

井原陸上競技ｸﾗﾌﾞ

牧原　ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ(6)  3:11.30

津山市立一宮小

角南　祐行  (5)  3:11.93

梅の木クラブ

八木　宏樹  (6)  3:12.52

井村ＲＣ

４×１００ｍ

《４年》

7/16 大高クラブＤ  1:02.86

常光　琉玖  (4)

宮本　侑宕  (4)

TRAN VO TUE SON(4)

秋田　想弥  (4)

津山ジュニアＡ  1:03.10

大田　虎太郎(4)

三村　采生  (4)

秋山　尚誼  (4)

上原　聖志  (4)

富山小学校Ｈ  1:03.74

吉田　樹音  (4)

出井　匠翔  (4)

樫本　零生  (4)

山本　汰駈人(4)

芳明クラブＡ  1:04.59

河本　大輝  (4)

安井　大智  (4)

濱瀬　悠翔  (4)

加藤　　真  (4)

なでしこクラブ  1:04.62

平松　慶大  (4)

佐藤　優真  (4)

吉岡　誠斗  (4)

笹岑　平  (4)

津山ジュニアＢ  1:04.75

中島　斗偉  (4)

中本　丈翔  (4)

江川　　隼  (4)

垂井　海月  (4)

山陽東Ａ  1:06.50

芳賀　　翼  (4)

森下　魁斗  (4)

河本　宙大  (4)

山本　昂太朗(4)

上市  1:06.79

清水　陽向  (4)

横山　太雅  (4)

石田　敬光  (4)

吉國　真輝  (4)

４×１００ｍ

《５年》

7/16 ＯＪＡＣ 57.47

田中　遥斗  (5)

藤原　大翔  (5)

長崎　　航  (5)

吉田　　智  (5)

津島クラブＢ 59.84

田澤　温大  (5)

寺田　康高  (5)

梶田　修平  (5)

赤木　暖宜  (5)

山陽北小学校  1:01.61

渡辺　紘斗  (5)

遠藤　洋人  (5)

冨岡　広夢  (5)

吉見　洸希  (5)

総社ジュニア５  1:02.47

野上　粋世  (5)

小谷　瑞葵  (5)

村木　明澄  (5)

守安　　聖  (5)

なでしこｸﾗﾌﾞＡ  1:02.48

岸本　大知  (5)

廣江　至恩  (5)

垂水　陸空  (5)

久冨　晴太郎(5)

竜之口  1:03.46

和田　泰智  (5)

勝間　恒成  (5)

荒島　慶也  (5)

柴田　　岳  (5)

富山小学校Ｄ  1:03.62

瀧　　翔太  (5)

山本　大登  (5)

加藤　開智  (5)

深坂　柊真  (5)

津島クラブＡ  1:04.11

中務　恭宏  (5)

弘奥　晴樹  (5)

佐藤　大輔  (5)

田中　秀明  (5)

４×１００ｍ

《６年》

7/16 ＯＪＡＣ－Ａ 52.17

田淵　雄太  (6)

在本　開智  (6)

大月　康資  (6)

浅原　弘夢  (6)

津山ジュニアＡ 53.27

杉本　一郎  (6)

末澤　義希  (6)

崎花　拓斗  (6)

中村　琉聖  (6)

津山ジュニアＢ 53.33

猶本　治都  (6)

福井　研登  (6)

菅　　徳真  (6)

河原　統冴  (6)

福浜ＡＣ 53.96

小林　日向  (6)

谷野　佑成  (6)

角南　香明  (6)

井上　謙辰  (6)

新見ジュニア 54.69

月本　雄基  (6)

山形　　匠  (6)

石田　経光  (6)

安達　皓哉  (6)

総社ｼﾞｭﾆｱ６Ａ 55.18

梅村　泰勝  (6)

畝田　光太郎(6)

井上　　陸  (6)

小野　嗣実  (6)

大高クラブＡ 56.83

三好　道仁  (6)

印南　亜蓮  (6)

加治屋　宇莱(6)

藤原　大輝  (6)

ＯＪＡＣ－Ｂ 57.18

秋山　修誠  (6)

根本　明坦  (6)

田口　愛滋  (6)

山本　虎太郎(6)

男子

１００ｍ

《４年》

7/16 石部　里奈  (4) 15.58/-0.7

備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

爲房　百恵  (4) 15.94/-3.2

ＯＪＡＣ

山本　真依  (4) 16.25/-0.3

笠岡ジュニア

木曽田　梨花(4) 16.33/-0.3

新見ジュニア

木見　鈴菜  (4) 16.46/-1.0

ＯＪＡＣ

南　　愛那  (4) 16.71/-2.1

津山ジュニア

小林　詩苑  (4) 16.76/-0.3

操明小学校

正富　菜緒  (4) 16.98/-0.7

上南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

１００ｍ

《５年》

7/16 原田　みのり(5) 14.73/-2.2

井原陸上競技ｸﾗﾌﾞ

鈴木　亜虹  (5) 14.82/-3.0

倉敷ＪＣ

嶋村　百花  (5) 14.85/-2.1

ゆめりくクラブ

岩本　実都  (5) 15.03/-2.2

馬屋下小学校

高井　実桃  (5) 15.29/-1.4

操明小学校

藤田　芽生  (5) 15.43/-2.6

福田小

張谷　美榛  (5) 15.47/-2.6

井原陸上競技ｸﾗﾌﾞ

馬場　咲菜  (5) 15.57/-1.4

ゆめりくクラブ

１００ｍ

《６年》

7/16 重友　沙羅  (6) 14.31/-1.9

ゆめりくクラブ

甲　　結衣  (6) 14.76/-1.9

瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

小崎　朱里  (6) 15.02/-1.9

総社ジュニア

山田　真央  (6) 15.06/-1.9

可知小学校

三宅　志歩  (6) 15.36/-1.9

矢掛小学校

前原　乙華  (6) 15.37/-1.9

笠岡ジュニア

近藤　伊小里(6) 15.39/-1.9

ＯＳＩ

尾﨑　万優子(6) 15.42/-1.9

二藤クラブ

８００ｍ 7/16 神谷　沙希  (6)  2:29.00

ＴＴＰＡ

那須　　希  (6)  2:32.34

井村ＲＣ

押目　悠理乃(5)  2:33.02

井村ＲＣ

高柿　陽菜  (6)  2:42.34

井村ＲＣ

三浦　帆乃果(6)  2:43.43

吉備高原ＭＡ

福光　桃香  (6)  2:43.91

福浜陸上

古好　未侑  (5)  2:44.10

吉備高原ＭＡ

大塚　果乃子(5)  2:45.63

井村ＲＣ

４×１００ｍ

《４年》

7/16 津山ジュニアＡ  1:06.45

藤木　友梨奈(4)

ﾄﾞﾙｰﾘｰ　朱瑛里(4)

中村　晴夏  (4)

安藤　沙菜  (4)

中庄ＭＣ Ｃ  1:07.40

三宅　愛奈  (4)

三宅　心優  (4)

江國　花穂  (4)

池田　佳穂  (4)

可知小学校Ｃ  1:07.50

葛原　美奈乃(4)

田中　美空  (4)

田村　咲那  (4)

笠原　未衣  (4)

芳田ＪＣ  1:08.00

佐藤　彩心  (4)

桑本　初香  (4)

平木　杜果  (4)

千田　見空  (4)

富山小学校Ｉ  1:09.42

小野　和奏  (4)

中村　明日香(4)

延藤　叶桜  (4)

須田　帆乃花(4)

山陽東Ａ  1:10.38

岡田　明奈  (4)

林　　花萌  (4)

門田　芽依  (4)

安東　優空  (4)

津山ジュニアＢ  1:10.86

福田　莉子  (4)

赤木　そら  (4)

大町　早輝  (4)

中村　にこ  (4)

芳明クラブＢ  1:11.66

高木　陽奈子(4)

西山　甘菜  (4)

村上　愛瑚  (4)

竹内　瑞穂  (4)

４×１００ｍ

《５年》

7/16 ＯＪＡＣ－Ａ  1:01.00

小野　亜衣莉(5)

岸本　　桜  (5)

冨田　旭美  (5)

沼本　彩花  (5)

倉敷ＪＣ  1:01.02

近藤　優奈  (5)

谷本　楓和  (5)

枚田　乃々葉(5)

金光　紗和  (5)

Ｔｅａｍ　ＴＭＴ  1:01.30

山縣　七寧  (5)

田中　俐帆  (5)

原田　彩生  (5)

原田　美來  (5)

可知小学校Ｂ  1:02.50

加納　夏希  (5)

伊庭　さくら(5)

花崎　紗弥  (5)

川村　　吏  (5)

津山ジュニアＡ  1:02.87

安尾　　夢  (5)

大田　佳鈴  (5)

中川　江梨  (5)

井上　いつみ(5)

なでしこｸﾗﾌﾞＢ  1:03.43

秋山　小百合(5)

笹岑　咲生子(5)

武村　奈津海(5)

森　明日花  (5)

総社ジュニア５  1:03.44

森谷　心春  (5)

岸本　陽向  (5)

高田　沙織  (5)

永井　美桜  (5)

芳明クラブＣ  1:03.92

佐々木　杏奈(5)

岡部　花音  (5)

原田　未来  (5)

藤原　梨菜  (5)

４×１００ｍ

《６年》

7/16 ＯＪＡＣ－Ａ 55.98

信江　想空  (5)

中山　ねね  (6)

山下　芹華  (6)

正木　　紗  (6)

倉敷ＪＣ 55.99

三宅　唯央里(6)

與田　真未  (6)

水流　歩乃果(6)

堀内　純花  (6)

津山ジュニア 57.52

木原　恵実  (6)

中村　香葉  (6)

植木　かなた(6)

岡田　琴音  (6)

中庄ＭＣ Ａ 57.85

松原　歩乃花(6)

島田　紗那  (6)

澤田　葵衣  (6)

清永　侑愛  (6)

富山小学校Ｃ 58.90

景山　　栞  (6)

大月　とわ  (6)

片山　芽依  (6)

小野　未侑  (6)

大高クラブＢ 58.96

竹田　夢琉  (6)

中村　優愛  (6)

岸田　美久  (5)

笠原　りを  (6)

早島ＰＳＧ 59.95

安原　海優  (6)

松林　由梨  (6)

横山　羽優  (6)

江本　心葉  (6)

新見ジュニア  1:00.32

吉田　朱里  (6)

川上　紗季  (6)

二嶋　夏萌  (6)

古米　あすか(6)

女子

■グランドコンディション

 7月16日 10:00 曇り  33.5℃   56％ 東南東 0.2m/s

 7月16日 11:00 曇り  34.0℃   56％ 東南東 0.4m/s

 7月16日 12:00 晴れ  33.5℃   56％ 東北東 0.2m/s

 7月16日 13:00 晴れ  35.0℃   52％ 南東 0.6m/s

 7月16日 14:00 晴れ  34.5℃   59％ 南南東 0.3m/s

 7月16日 15:00 晴れ  34.0℃   56％ 東北東 0.3m/s

■主催／ＯＨＫ岡山放送

　　　　一般財団法人岡山陸上競技協会

■共催／公益財団法人ＯＨＫスポーツ振興財団

■後援／岡山県教育委員会　岡山市教育委員会

　　　　岡山県小学校体育連盟　岡山県ＰＴＡ連合会

　　　　山陽新聞社

■特別協賛／アイム・コラボレーション

総　　　　　務：神達　靖久

審　　判　　長：大場　耕治

記　録　主　任：田邉　　眞


