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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 4877  倉本　龍也  (4)  ｸﾗﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 岡　山  日本大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3468  秋山　大祐  ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 415  池田　晴悟  (4)  ｲｹﾀﾞ ｾｲｺﾞ 岡　山  大阪体育大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 951  小口　　伸 (M1)  ｺｸﾞﾁ ｼﾝ 岡　山  大阪大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1278  岡﨑　雅也  (2)  ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾔ 岡　山  岡山商科大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 306  久永　太朗  (4)  ﾋｻﾅｶﾞ ﾀﾛｳ 岡　山  九州共⽴大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 611  奥田　信太郎(1)  ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山  法政大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3008  佐伯　博嗣  ｻｴｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3384  東原　健悟  ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7791  越宗　洋暁  (3)  ｺｼﾑﾈ ﾋﾛｱｷ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 2327  田中　善將 (M2)  ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ 岡　山  岡山大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 2226  合田　　諒  (1)  ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1310  白根　尚弥  (2)  ｼﾗﾈ ﾅｵﾔ 岡　山  美作大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 536  ⻑⾕川　魁星(3)  ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲｾｲ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7948  川端　虹希  (3)  ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1633  川辺　祐介  (4)  ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山理科大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1860  内山　修三  (2)  ｳﾁﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7796  法花　侑希  (3)  ﾎｯｶ ﾕｳｷ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 8929  山崎　友哉  (2)  ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 岡　山  福岡大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 2071  周　　嘉凡  (1)  ｼｭｳ ﾋﾛﾁｶ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 105  安富　好希  (3)  ﾔｽﾄﾐ ﾖｼｷ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5295  木口　　翔  (1)  ｷｸﾞﾁ ｶｹﾙ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3444  土井　将史  ﾄﾞｲ ﾏｻｼ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1616  福島　悠太  (2)  ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 岡　山  岡山大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7942  岡﨑　誉也  (3)  ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾔ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 684  難波　篤人  (2)  ﾅﾝﾊﾞ ｱﾂﾄ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3415  中永　利也  ﾅｶﾅｶﾞ ﾄｼﾔ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 541  梶原　啓叶  (2)  ｶｼﾞﾊﾗ ﾋﾛﾄ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7958  河本　祐偉斗(2)  ｺｳﾓﾄ ﾕｲﾄ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1649  片山　卓哉  (3)  ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3016  田邉　大輔  ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7976  茅原　知諒  (3)  ｶﾔﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3025  木村　大輝  ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1642  今井　大介  (2)  ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山  岡山理科大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3806  鳥越　　翔  ﾄﾘｺﾞｴ ｼｮｳ 岡　山  Glory AC 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 877  大⻲　詩門  (1)  ｵｵｶﾒ ｼﾓﾝ 岡　山  就実高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 403  宮﨑　　蓮  (2)  ﾐﾔｻﾞｷ ﾚﾝ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 530  牧村　尚磨  (3)  ﾏｷﾑﾗ ｼｮｳﾏ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1652  堤　　喬平  (3)  ﾂﾂﾐ ｷｮｳﾍｲ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5678  貞清　晋吾  (2)  ｻﾀﾞｷﾖ ｼﾝｺﾞ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 184  山科　真之介(H1)  ﾔﾏｼﾅ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3139  内田　和宏  ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1862  小橋　　陽  (2)  ｺﾊﾞｼ ﾊﾙ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7730  江口　僚太  (1)  ｴｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 岡　山  総社南高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3605  唐住　拓⾒  ｶﾗｽﾐ ﾀｸﾐ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3606  久葉　誠⽮  (2)  ｸﾊﾞ ｾｲﾔ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5272  中村　冴人  (3)  ﾅｶﾑﾗ ｻｴﾄ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3395  難波　俊介  ﾅﾝﾊﾞ ｼｭﾝｼｹ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1016  信定　佑紀  (2)  ﾉﾌﾞｻﾀﾞ ﾕｳｷ 岡　山  大阪大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 3219  川淵　倖誠  ｶﾜﾌﾞﾁ ｺｳｾｲ 岡　山  三井造船玉野 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5271  林原　和志  (3)  ﾊﾔｼﾊﾗ ｶｽﾞｼ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 558  時實　拓紀  (2)  ﾄｷｻﾞﾈ ﾋﾛｷ 岡　山  九州工業大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 6214  伊藤　圭吾  (2)  ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 岡　山  総社高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5115  廣井　啓太  (1)  ﾋﾛｲ ｹｲﾀ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 2178  友杉　幸輝  (1)  ﾄﾓｽｷﾞ ｺｳｷ 岡　山  香川大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1132  二階堂　隼人(1)  ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5711  土井　信之介(1)  ﾄﾞｲ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5721  小林　泰征  (3)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 2248  田邉　大輝  (3)  ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 岡　山  就実大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1793  七星　彰宏  (1)  ﾅﾅﾎｼ ｱｷﾋﾛ 岡　山  岡山白陵高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 417  大⾕　啄人  (2)  ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 6271  畝本　健太  (2)  ｳﾈﾓﾄ ｹﾝﾀ 岡　山  高梁城南高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1795  ⿊田　大樹  (1)  ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ 岡　山  岡山白陵高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 6277  田中　照也  (2)  ﾀﾅｶ ﾃﾙﾔ 岡　山  高梁城南高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 217  藤原　慎也  (1)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 214  中島　　遼  (2)  ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 878  阿曽　真登  (1)  ｱｿ ﾏﾅﾄ 岡　山  就実高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 6904  森　　愛弥  (1)  ﾓﾘ ﾏﾅﾔ 岡　山  美作高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5679  仁平　優宙  (1)  ﾆﾍｲ ﾕｳ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 6063  鳩場　　翔  (2)  ﾊﾄﾊﾞ ｼｮｳ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 6070  山本　晋平  (3)  ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5582  太田　悠斗  (2)  ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 9020  今石　博基  (2)  ｲﾏｲｼ ﾋﾛｷ 岡　山  津山高専 2017/06/24 10:15
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男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 64  佐々木　統也(1)  ｻｻｷ ﾄｳﾔ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5300  小田　　豊  (1)  ｵﾀﾞ ﾕﾀｶ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 9629  竹⾕　幸希也(1)  ﾀｹﾀﾆ ﾕｷﾔ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7  三島　泰樹  (1)  ﾐｼﾏ ﾀｲｷ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7989  中野　翔太  (1)  ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 887  堀　慎太朗  (1)  ﾎﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山  就実高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7735  田渕　倖成  (1)  ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｾｲ 岡　山  総社南高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1454  重友　謙伸  (1)  ｼｹﾞﾄﾓ ｹﾝｼﾝ 岡　山  邑久高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7044  小阪田　⼒也(2)  ｵｻｶﾀﾞ ﾘｷﾔ 岡　山  林野高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 513  山口　北斗  (1)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎｸﾄ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 516  高橋　亮也  (1)  ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾔ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 512  村川　璃乃  (1)  ﾑﾗｶﾜ ﾘﾉ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 6113  木内　瑛祐  (1)  ｷﾅｲ ｴｲｽｹ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 2082  前角　　馨  (1)  ﾏｴｶｸ ｹｲ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 6272  上田　光晟  (1)  ｳｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 岡　山  高梁城南高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 6116  錦織　　隼  (1)  ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5811  今井　翔大  (1)  ｲﾏｲ ｶｹﾙ 岡　山  笠岡工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 580  村山　海翔  (1)  ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 7734  林　　勇希  (1)  ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 岡　山  総社南高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5662  木山　賢人  (2)  ｷﾔﾏ ｹﾝﾄ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 9418  石村　和史  ｲｼﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 岡　山  岡山陸協 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5593  山内　大空  (1)  ﾔﾏｳﾁ ｿﾗ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5592  福田　樹颯  (1)  ﾌｸﾀﾞ ｷﾘｭｳ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 1289  川尻　健太郎(1)  ｶﾜｼﾞﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 岡　山  創志学園高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5813  岸⼾　南伊斗(1)  ｷｼﾄﾞ ﾅｲﾄ 岡　山  笠岡工業高 2017/06/24 10:15
男⼦ １００ｍ(01組〜11組) 5815  平岡　　陸  (1)  ﾋﾗｵｶ ﾘｸ 岡　山  笠岡工業高 2017/06/24 10:15

男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 481  阿曽　彩登  (2)  ｱｿ ｱﾔﾄ 岡　山  中京大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3427  高橋　朋也  ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5658  濱崎　拓真  (1)  ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｸﾏ 岡　山  国士舘大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 2102  三宅　諒享  (1)  ﾐﾔｹ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1877  仁井本　侑  (3)  ﾆｲﾓﾄ ﾕｳ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1111  岡田　和大  (3)  ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 2073  角田　　陸  (1)  ｽﾐﾀﾞ ﾘｸ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1475  尾川　　快  (3)  ｵｶﾞﾜ ｶｲ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 9692  上山　　孟  ｳｴﾔﾏ ﾀｹﾙ 岡　山  美作ＴＦＣ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 2000  万波　真琴  (3)  ﾏﾝﾅﾐ ﾏｺﾄ 岡　山  国士舘大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1982  秋野　雅人  (1)  ｱｷﾉ ﾏｻﾄ 岡　山  岡山商科大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 7975  貞友　　匠  (3)  ｻﾀﾞﾄﾓ ﾀｸﾐ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3462  木村　一也  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 2042  上田　明日翔(1)  ｳｴﾀﾞ ｱｽｶ 岡　山  岡山大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3006  武田　卓也  ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 848  満⾕　光希  (3)  ﾐﾂﾀﾆ ｺｳｷ 岡　山  就実高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1873  飯田　隼人  (1)  ｲｲﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3103  諏訪　裕祐  ｽﾜ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山教員ｸﾗﾌﾞ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 9436  藤田　恒夫  ﾌｼﾞﾀ ﾂﾈｵ 岡　山  岡山陸協 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1459  山本　　槙  (4)  ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 6892  税所　宏斗  (1)  ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 岡　山  美作高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 6919  村山　征海  (3)  ﾑﾗﾔﾏ ﾕｸﾐ 岡　山  美作高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3874  徳永　大地  ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 岡　山  倉敷市役所 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3137  山名　和也  ﾔﾏﾅ ｶｽﾞﾔ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 469  ⼗川　凜人  (3)  ｿｶﾞﾜ ﾘﾝﾄ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3609  三宅　　廉  (3)  ﾐﾔｹ ﾚﾝ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5296  石井　　開  (1)  ｲｼｲ ｶｲ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 680  太田　智之  (2)  ｵｵﾀ ﾄﾓﾕｷ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 2160  大塚　泰紀  (1)  ｵｵﾂｶ ﾀｲｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3604  川﨑　雅弥  (3)  ｶﾜｻｷ ﾏｻﾔ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3132  野崎　　晃  ﾉｻﾞｷ ﾋｶﾙ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 6212  横田　亘輝  (2)  ﾖｺﾀ ｺｳｷ 岡　山  総社高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1597  佐藤　　啓  (3)  ｻﾄｳ ｹｲ 岡　山  岡山大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 6281  ⿊川　仁汰  (2)  ｸﾛｶﾜ ｼﾞﾝﾀ 岡　山  高梁城南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5267  叶井　公孝  (3)  ｶﾅｲ ｷﾐﾀｶ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 868  植木　龍翔  (2)  ｳｴｷ ﾘｭｳﾄ 岡　山  就実高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3610  藤本　寧生  (3)  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾈｵ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5590  杉山　怜司  (1)  ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 岡　山  日本体育大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 467  岡本　淳也  (3)  ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 402  井上　⻁太郎(1)  ｲﾉｳｴ ｺﾀﾛｳ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1226  税所　宥斗  (2)  ｻｲｼｮ ﾕｳﾄ 岡　山  津山東中 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 6895  石原　　蓮  (1)  ｲｼﾊﾗ ﾚﾝ 岡　山  美作高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1122  近藤　光気  (1)  ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 575  ⾚木　亮介  (2)  ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3135  下山　絋平  ｼﾓﾔﾏ ｺｳﾍｲ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 241  中山　悠馬  (1)  ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾏ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 10:40
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 6073  日髙　　翼  (2)  ﾋﾀﾞｶ ﾂﾊﾞｻ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 7801  筒井　陸斗  (3)  ﾂﾂｲ ﾘｸﾄ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5709  遠藤　浩樹  (2)  ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 7811  大⾕　紀一  (1)  ｵｵﾀﾆ ｷｲﾁ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 688  沼隈　聖輝  (1)  ﾇﾏｸﾏ ｾｲｷ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1626  末道　洸希  (2)  ｽｴﾐﾁ ｺｳｷ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3981  吉田　泰雅  ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3142  白髭　　駿  ｼﾗﾋｹﾞ ｼｭﾝ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 173  垣内　雄太 (H2)  ｶｷｳﾁ ﾕｳﾀ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1144  安原　成海  (1)  ﾔｽﾊﾗ ﾅﾙﾐ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 9071  恩田　桐吾  (2)  ｵﾝﾀﾞ ﾄｳｺﾞ 岡　山  岡山後楽館高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 596  坂井　遥介  (3)  ｻｶｲ ﾖｳｽｹ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 197  岡本　成生  (2)  ｵｶﾓﾄ ﾅﾙｷ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 9600  打越　穂高  (2)  ﾕｳﾁｺｼ ﾎﾀﾞｶ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 6920  大和　亮太  (2)  ﾔﾏﾄ ﾘｮｳﾀ 岡　山  美作高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5302  大角　　瑠  (1)  ｵｵｽﾐ ﾘｭｳ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 2050  蜂⾕　友紀  (1)  ﾊﾁﾔ ﾕｳｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5689  永廣　空也  (2)  ﾅｶﾞﾋﾛ ﾀｶﾔ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 7944  梶本　那瑠  (3)  ｶｼﾞﾓﾄ ﾅﾙ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1875  藤井　奏威  (1)  ﾌｼﾞｲ ｿｳｲ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 181  ⾕川　健太 (H1)  ﾀﾆｶﾜ ｹﾝﾀ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1281  藤井　優音  (2)  ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾄ 岡　山  創志学園高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1863  平野　祥太  (2)  ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5716  藤田　千寛  (2)  ﾌｼﾞﾀ ﾁﾋﾛ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1218  松永　琉生  (2)  ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 岡　山  津山東中 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5303  原　　悠人  (1)  ﾊﾗ ﾕｳﾄ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1921  前島　功宗  (1)  ﾏｴｼﾞﾏ ｲｻﾑﾈ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5717  大⻄　涼太  (2)  ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1217  髙原　広暉  (2)  ﾀｶﾊﾗ ﾋﾛｷ 岡　山  津山東中 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5830  安福　朔哉  (2)  ｱﾌﾞｸ ｻｸﾔ 岡　山  笠岡工業高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 304  杉野　良輔  (2)  ｽｷﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 7753  堀　　宗太  (2)  ﾎﾘ ｿｳﾀ 岡　山  総社南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1124  ⻑船　瑠翔  (1)  ｵｻﾌﾈ ﾙｶ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 9081  若林　　翼  (3)  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 岡　山  岡山後楽館高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 5802  平⾕　和也  (1)  ﾋﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1146  小畑　怜央  (1)  ｵﾊﾞﾀ ﾚｵ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 9603  塩崎　照英  (1)  ｼｵｻﾞｷ ﾃﾙﾋﾃﾞ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1451  川口　紘貴  (1)  ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 岡　山  邑久高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 3058  ⻄村　伊生  ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｷ 岡　山  倉敷化工 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 7733  木村　圭佑  (1)  ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 岡　山  総社南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 7047  河野　晃也  (1)  ｺｳﾉ ｱｷﾔ 岡　山  林野高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 9090  大⻄　孝卓  (1)  ｵｵﾆｼ ｺｳﾀｸ 岡　山  岡山後楽館高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 7046  松原　颯汰  (1)  ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾌｳﾀ 岡　山  林野高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1503  万道　拓海  (1)  ﾏﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 岡　山  和気閑⾕高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 7048  福永　鮎人  (1)  ﾌｸﾅｶﾞ ｱﾕﾄ 岡　山  林野高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1291  柾岡　朋樹  (1)  ﾏｻｵｶ ﾄﾓｷ 岡　山  創志学園高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 501  川上　裕太  (1)  ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1243  坂本　一馬  (1)  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 6044  檀浦　雅都  (1)  ﾀﾞﾝｳﾗ ﾏｻﾄ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1502  ⻤塚　勇希  (2)  ｵﾆﾂｶ ﾕｳｷ 岡　山  高島中 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 913  檀上　雄太  (1)  ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾀ 岡　山  明誠学院高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1288  前田　涼太  (1)  ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 岡　山  創志学園高 2017/06/24 10:40
男⼦ １００ｍ(12組〜22組) 1851  片島　寛太  (1)  ｶﾀｼﾏ ｶﾝﾀ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 10:40

男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5719  岡田　駿介  (3)  ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3413  江國　隼斗  ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3611  安藝　隆二  ｱｷ ﾘｭｳｼﾞ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 373  ⻄岡　　宰  (4)  ﾆｼｵｶ ﾂｶｻ 岡　山  九州大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5789  井須　友貴  (3)  ｲｽ ﾄﾓｷ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3804  河田　龍弥  ｶﾜﾀ ﾀﾂﾔ 岡　山  Glory AC 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 369  平本　大弥  (3)  ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲﾔ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1103  大屋　清真  (3)  ｵｵﾔ ｷﾖﾏ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 363  味野　晃己  (3)  ﾐﾉ ｺｳｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3464  溝邊　　悟  ﾐｿﾞﾍﾞ ｻﾄﾙ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5278  齊藤　栄輝  (2)  ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3603  稲垣　天斗  ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾄ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 2048  瀬⼾川　将章(1)  ｾﾄｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1329  吉田　直人  (3)  ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6585  木梨　嘉紀  (1)  ｷﾅｼ ﾖｼｷ 岡　山  津山高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1495  ⽮田　和也  (2)  ﾔﾀ ｶｽﾞﾔ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 547  田中　陸登  (2)  ﾀﾅｶ ﾘｸﾄ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 8182  白神　優一  (1)  ｼﾗｶﾞ ﾕｳｲﾁ 岡　山  岡山高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5675  大原　健太郎(3)  ｵｵﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 11:10
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 2075  橋岡　隼弘  (1)  ﾊｼｵｶ ﾄｼﾋﾛ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1498  白籏　樹希  (1)  ｼﾗﾊﾀ ｼﾞｭｷ 岡　山  明治国際医療大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 2282  ⻄角　隼人  (2)  ﾆｼｶﾄﾞ ﾊﾔﾄ 岡　山  日本体育大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 7938  内田　一馬  (3)  ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3879  市原　大輝  ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 岡　山  倉敷市役所 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 592  竹島　悠亮  (3)  ﾀｹｼﾏ ﾕｳｽｹ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 46  内山　悠三  (2)  ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｿﾞｳ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6215  奥田　晃士  (2)  ｵｸﾀﾞ ｱｷｵ 岡　山  総社高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 2421  平本　晋二郎(1)  ﾋﾗﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ 岡　山  関⻄大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1922  鈴木　善遥  (1)  ｽｽﾞｷ ﾖｼﾊﾙ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5547  楠藤　龍太郎(2)  ｸｽﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 岡　山  玉島高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6909  本間　悠希  (2)  ﾎﾝﾏ ﾕｳｷ 岡　山  美作高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 2168  石井　大晴  (1)  ｲｼｲ ﾀｲｾｲ 岡　山  京都教育大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1325  小幡　圭佑  (3)  ｵﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 553  近友　敦彦  (2)  ﾁｶﾄﾓ ｱﾂﾋｺ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3005  大屋　唯人  ｵｵﾔ ﾕｲﾄ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5298  茅野　友輝  (1)  ｶﾔﾉ ﾕｳｷ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1179  ⾚木　隆二  (2)  ｱｶｷﾞ ﾘｭｳｼﾞ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3022  三宅　洋平  ﾐﾔｹ ﾖｳﾍｲ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1859  ⽮野　正也  (2)  ﾔﾉ ﾏｻﾔ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 683  久山　⻯太郎(2)  ｸﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6651  高橋　直之  (3)  ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ 岡　山  津山商業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3977  中澤　智成  ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6065  田邉　天鞠  (2)  ﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 7021  小渕　知希  (3)  ｺﾌﾞﾁ ﾄﾓｷ 岡　山  林野高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 554  織田　渉稔  (2)  ｵﾀﾞ ｼｮｳﾄ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3809  梛木　元貴  ﾅｷﾞ ﾓﾄｷ 岡　山  Glory AC 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 2310  磯村　　颯  (1)  ｲｿﾑﾗ ﾊﾔﾃ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 686  清⽔　悠斗  (1)  ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1876  小林　　海  (1)  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6225  三宅　浩喜  (1)  ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 岡　山  総社高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1628  松尾　　龍  (2)  ﾏﾂｵ ﾘｮｳ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3527  定⾦　卓志  ｻﾀﾞｶﾈ ﾀｸｼ 岡　山  クラコウＴＦＣ 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5294  ⻄　　陸斗  (1)  ﾆｼ ﾘｸﾄ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 415  岸部　宏紀  (3)  ｷｼﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 9340  下河　英右  ｼﾓｶﾜ ｴｲｽｹ 岡　山  岡山陸協 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5595  ⻄山　　聡  (1)  ﾆｼﾔﾏ ｻﾄｼ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 295  塩飽　泰人  (2)  ｼﾜｸ ﾔｽﾋﾄ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 9339  木野　哲哉  ｷﾉ ﾃﾂﾔ 岡　山  岡山陸協 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6891  高本　雅崇  (1)  ｺｳﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 岡　山  美作高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6558  山　健太郎  (2)  ﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 岡　山  津山高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 7964  渡邊　　陸  (2)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3608  伊藤　孝太  (2)  ｲﾄｳ ｺｳﾀ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 879  岸　麟太朗  (1)  ｷｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 岡　山  就実高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 182  村上　倖史 (H1)  ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 9075  草場　豊樹  (2)  ｸｻﾊﾞ ﾖﾖｷ 岡　山  岡山後楽館高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 405  御堂　　恵  (2)  ﾐﾄﾞｳ ｹｲ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3803  宇垣　和真  ｳｶﾞｷ ｶｽﾞﾏ 岡　山  Glory AC 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 917  頓宮　祥汰  (2)  ﾄﾝｸﾞｳ ｼｮｳﾀ 岡　山  明誠学院高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6411  前田　舜太郎(4)  ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡　山  精思高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 672  築山　光貴  (3)  ﾂｷﾔﾏ ｺｳｷ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1987  藤原　隆太郎(2)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6112  ⽔野　颯人  (1)  ﾐｽﾞﾉ ﾊﾔﾄ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6085  松田　椋太  (2)  ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3769  難波　史明  ﾅﾝﾊﾞ ﾌﾐｱｷ 岡　山  岡山市消防局 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 3793  堀　　純典  ﾎﾘ ﾖｼﾉﾘ 岡　山  岡山商大ＡＣ 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 582  汐⾒　悌也  (1)  ｼｵﾐ ﾄﾓﾔ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6114  中村　唯人  (1)  ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5718  伊島　大生  (1)  ｲｼﾏ ﾀﾞｲｷ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6  平野　純生  (1)  ﾋﾗﾉ ｱﾂｷ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5549  中山　覚仁  (2)  ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 岡　山  玉島高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6273  原田　夢佑  (1)  ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳ 岡　山  高梁城南高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5548  小幡　　旭  (2)  ｵﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 岡　山  玉島高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5591  池田　琉詞  (1)  ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5117  ⻄村　幸祐  (1)  ﾆｼﾑﾗ ｺｳｽｹ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6041  佐藤　駿介  (3)  ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5586  出⽔　優希  (2)  ｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 518  藤原　輝人  (1)  ﾌﾄｼﾞﾜﾗ ｱｷﾄ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1848  野田　和也  (1)  ﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5712  桃⾕　勇成  (1)  ﾓﾓﾀﾆ ﾕｳｾｲ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 7752  脇本　哲汰  (2)  ﾜｷﾓﾄ ﾃｯﾀ 岡　山  総社南高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 584  葛原　渉伍  (1)  ｸｽﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 5687  土倉　優介  (2)  ﾄｸﾗ ﾕｳｽｹ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 11:10
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 6916  ⻑森　雅輝  (2)  ﾅｶﾞﾓﾘ ﾏｻｷ 岡　山  美作高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1985  豊田　剛史  (1)  ﾄﾖﾀ ﾀｹﾌﾐ 岡　山  岡山商科大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 7990  大隅　太晴  (1)  ｵｵｽﾐ ﾀｲｾｲ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 9615  国次　郁弥  (2)  ｸﾆﾂｸﾞ ﾌﾐﾔ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 2043  尾崎　　巧  (1)  ｵｻｷ ﾀｸﾐ 岡　山  岡山大 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1849  岩本　侑己  (1)  ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1246  ⽮野　春斗  (1)  ﾔﾉ ﾊﾙﾄ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/24 11:10
男⼦ １００ｍ(23組〜34組) 1852  丹田　康博  (1)  ﾀﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 11:10

男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 415  池田　晴悟  (4)  ｲｹﾀﾞ ｾｲｺﾞ 岡　山  大阪体育大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3468  秋山　大祐  ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 481  阿曽　彩登  (2)  ｱｿ ｱﾔﾄ 岡　山  中京大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 611  奥田　信太郎(1)  ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山  法政大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3445  田村　元弘  ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1679  吉田　崇智  (3)  ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄﾓ 岡　山  広島経済大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 7791  越宗　洋暁  (3)  ｺｼﾑﾈ ﾋﾛｱｷ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3611  安藝　隆二  ｱｷ ﾘｭｳｼﾞ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 306  久永　太朗  (4)  ﾋｻﾅｶﾞ ﾀﾛｳ 岡　山  九州共⽴大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3799  今井　翔吾  ｲﾏｲ ｼｮｳｺﾞ 岡　山  岡山商大ＡＣ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1476  竹元　敦也  (3)  ﾀｹﾓﾄ ｱﾂﾔ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1984  森田　圭斗  (1)  ﾓﾘﾀ ｹｲﾄ 岡　山  岡山商科大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 7740  古屋　　孝  (3)  ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 岡　山  総社南高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5675  大原　健太郎(3)  ｵｵﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1106  近藤　雄太  (3)  ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 2074  中野　悟志  (1)  ﾅｶﾉ ｻﾄｼ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 547  田中　陸登  (2)  ﾀﾅｶ ﾘｸﾄ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 8182  白神　優一  (1)  ｼﾗｶﾞ ﾕｳｲﾁ 岡　山  岡山高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5670  塚本　航平  (2)  ﾂｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1103  大屋　清真  (3)  ｵｵﾔ ｷﾖﾏ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3103  諏訪　裕祐  ｽﾜ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山教員ｸﾗﾌﾞ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3603  稲垣　天斗  ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾄ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1459  山本　　槙  (4)  ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 6585  木梨　嘉紀  (1)  ｷﾅｼ ﾖｼｷ 岡　山  津山高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 112  島村　仁晟  (3)  ｼﾏﾑﾗ ｼﾞﾝｾｲ 岡　山  市操山中 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1478  ⽔島　晃治  (3)  ﾐｽﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 6892  税所　宏斗  (1)  ｻｲｼｮ ﾋﾛﾄ 岡　山  美作高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1633  川辺　祐介  (4)  ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山理科大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1654  中川　亮太  (2)  ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 7952  鈴木　寿基  (2)  ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3021  佐藤　　翼  ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 684  難波　篤人  (2)  ﾅﾝﾊﾞ ｱﾂﾄ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3006  武田　卓也  ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 9833  野島　克斗志  ﾉｼﾞﾏ ｶﾂﾄｼ 岡　山  Ｇｌｏｂｅ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1284  村上　仁紀  (3)  ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｷ 岡　山  創志学園高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 688  沼隈　聖輝  (1)  ﾇﾏｸﾏ ｾｲｷ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1649  片山　卓哉  (3)  ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 6047  瀬尾　瑞規  (2)  ｾｵ ﾐｽﾞｷ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 2178  友杉　幸輝  (1)  ﾄﾓｽｷﾞ ｺｳｷ 岡　山  香川大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5360  小野　裕真  (2)  ｵﾉ ﾕｳﾏ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 173  垣内　雄太 (H2)  ｶｷｳﾁ ﾕｳﾀ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 4487  森本　　諒  (4)  ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾗ 岡　山  一橋大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 683  久山　⻯太郎(2)  ｸﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1597  佐藤　　啓  (3)  ｻﾄｳ ｹｲ 岡　山  岡山大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5590  杉山　怜司  (1)  ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 岡　山  日本体育大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 9703  築山　隆典  ﾂｷﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 岡　山  美作ＴＦＣ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 2090  秋元　佑太  ｱｷﾓﾄ ﾕｳﾀ 岡　山  津山ＴＦＣ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 9347  山田　祐二  ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 岡　山  岡山陸協 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 241  中山　悠馬  (1)  ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾏ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 7731  難波　歩夢  (1)  ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 岡　山  総社南高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5589  髙雄　龍聖  (2)  ﾀｶｵ ﾘｭｳｾｲ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1122  近藤　光気  (1)  ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1922  鈴木　善遥  (1)  ｽｽﾞｷ ﾖｼﾊﾙ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5582  太田　悠斗  (2)  ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 402  井上　⻁太郎(1)  ｲﾉｳｴ ｺﾀﾛｳ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3906  ⾦定　鷹正  ｶﾈｻﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 岡　山  ⾃衛隊岡山 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 197  岡本　成生  (2)  ｵｶﾓﾄ ﾅﾙｷ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 415  岸部　宏紀  (3)  ｷｼﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1860  内山　修三  (2)  ｳﾁﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3434  杉香　紀彦  ｽｷﾞｶ ﾉﾘﾋｺ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3139  内田　和宏  ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 3527  定⾦　卓志  ｻﾀﾞｶﾈ ﾀｸｼ 岡　山  クラコウＴＦＣ 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 6225  三宅　浩喜  (1)  ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 岡　山  総社高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 9071  恩田　桐吾  (2)  ｵﾝﾀﾞ ﾄｳｺﾞ 岡　山  岡山後楽館高 2017/06/25 09:45
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 2050  蜂⾕　友紀  (1)  ﾊﾁﾔ ﾕｳｷ 岡　山  岡山大 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 1921  前島　功宗  (1)  ﾏｴｼﾞﾏ ｲｻﾑﾈ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 6070  山本　晋平  (3)  ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5678  貞清　晋吾  (2)  ｻﾀﾞｷﾖ ｼﾝｺﾞ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 6271  畝本　健太  (2)  ｳﾈﾓﾄ ｹﾝﾀ 岡　山  高梁城南高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5043  石井　　郁  (1)  ｲｼｲ ｶｵﾙ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 417  大⾕　啄人  (2)  ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 7044  小阪田　⼒也(2)  ｵｻｶﾀﾞ ﾘｷﾔ 岡　山  林野高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 9076  尾崎　秀馬  (1)  ｵｻﾞｷ ｼｭｳﾏ 岡　山  岡山後楽館高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 9081  若林　　翼  (3)  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 岡　山  岡山後楽館高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 9356  北條　聖典  ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾉﾘ 岡　山  岡山陸協 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5802  平⾕　和也  (1)  ﾋﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 9450  北條　良明  ﾎｳｼﾞｮｳ ﾖｼｱｷ 岡　山  岡山陸協 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 517  野瀬　翔吾  (1)  ﾉｾ ｼｮｳｺﾞ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 581  石崎　雄太  (1)  ｲｼｻﾞｷ ﾕｳﾀ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 302  遠藤　大知  (2)  ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 105  掛⾕　　尽  (3)  ｶｹﾀﾆ ｼﾞﾝ 岡　山  市操山中 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 7735  田渕　倖成  (1)  ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｾｲ 岡　山  総社南高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 7047  河野　晃也  (1)  ｺｳﾉ ｱｷﾔ 岡　山  林野高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5593  山内　大空  (1)  ﾔﾏｳﾁ ｿﾗ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 5592  福田　樹颯  (1)  ﾌｸﾀﾞ ｷﾘｭｳ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 7048  福永　鮎人  (1)  ﾌｸﾅｶﾞ ｱﾕﾄ 岡　山  林野高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 7046  松原　颯汰  (1)  ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾌｳﾀ 岡　山  林野高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 6273  原田　夢佑  (1)  ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳ 岡　山  高梁城南高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 7732  武本　大和  (1)  ﾀｹﾓﾄ ﾔﾏﾄ 岡　山  総社南高 2017/06/25 09:45
男⼦ ２００ｍ(01組〜10組) 930  村木　駿介  (1)  ﾑﾗｷ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  明誠学院高 2017/06/25 09:45

男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3003  德永　貴昭  ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶｱｷ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3008  佐伯　博嗣  ｻｴｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 2282  ⻄角　隼人  (2)  ﾆｼｶﾄﾞ ﾊﾔﾄ 岡　山  日本体育大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 947  高塚　誠司 (M1)  ﾀｶﾂｶ ｾｲｼﾞ 岡　山  大阪大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 373  ⻄岡　　宰  (4)  ﾆｼｵｶ ﾂｶｻ 岡　山  九州大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 369  平本　大弥  (3)  ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲﾔ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 5719  岡田　駿介  (3)  ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 5658  濱崎　拓真  (1)  ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｸﾏ 岡　山  国士舘大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1594  宇野田　和馬(3)  ｳﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡　山  岡山大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3427  高橋　朋也  ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1677  林　　高春  (3)  ﾊﾔｼ ﾀｶﾊﾙ 岡　山  広島経済大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 363  味野　晃己  (3)  ﾐﾉ ｺｳｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 2000  万波　真琴  (3)  ﾏﾝﾅﾐ ﾏｺﾄ 岡　山  国士舘大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1111  岡田　和大  (3)  ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 2327  田中　善將 (M2)  ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ 岡　山  岡山大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3384  東原　健悟  ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 680  太田　智之  (2)  ｵｵﾀ ﾄﾓﾕｷ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 114  眞田　剛寛  (1)  ｻﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 岡　山  関⻄学院大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3413  江國　隼斗  ｴｸﾆ ﾊﾔﾄ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3010  北　　優也  ｷﾀ ﾕｳﾔ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 7948  川端　虹希  (3)  ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1614  羽村　健渉  (2)  ﾊﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ 岡　山  岡山大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3453  山本　真孝  ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 876  近藤　伸也  (1)  ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 岡　山  就実高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3610  藤本　寧生  (3)  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾈｵ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 2160  大塚　泰紀  (1)  ｵｵﾂｶ ﾀｲｷ 岡　山  岡山大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 848  満⾕　光希  (3)  ﾐﾂﾀﾆ ｺｳｷ 岡　山  就実高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 862  阿曽　龍登  (2)  ｱｿ ﾘｭｳﾄ 岡　山  就実高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1495  ⽮田　和也  (2)  ﾔﾀ ｶｽﾞﾔ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 2021  林　　義成  (1)  ﾊﾔｼ ﾖｼﾅﾘ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1859  ⽮野　正也  (2)  ﾔﾉ ﾏｻﾔ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1110  難波　　寛  (3)  ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 9436  藤田　恒夫  ﾌｼﾞﾀ ﾂﾈｵ 岡　山  岡山陸協 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 6565  定久　　諒  (3)  ｻﾀﾞﾋｻ ﾘｮｳ 岡　山  津山高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3609  三宅　　廉  (3)  ﾐﾔｹ ﾚﾝ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 4387  ⽮木　貴紘  (4)  ﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 岡　山  城⻄大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3415  中永　利也  ﾅｶﾅｶﾞ ﾄｼﾔ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 7730  江口　僚太  (1)  ｴｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 岡　山  総社南高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1165  森下　瑛司  (2)  ﾓﾘｼﾀ ｴｲｼﾞ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1980  高橋　和史  (2)  ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｼ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3563  田邉　　詢  (2)  ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 岡　山  東京農業大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 2225  神門　優⾏  (1)  ｶﾝﾄﾞ ﾕｳｷ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 403  宮﨑　　蓮  (2)  ﾐﾔｻﾞｷ ﾚﾝ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 5115  廣井　啓太  (1)  ﾋﾛｲ ｹｲﾀ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3395  難波　俊介  ﾅﾝﾊﾞ ｼｭﾝｼｹ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 6215  奥田　晃士  (2)  ｵｸﾀﾞ ｱｷｵ 岡　山  総社高 2017/06/25 10:10
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 686  清⽔　悠斗  (1)  ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1016  信定　佑紀  (2)  ﾉﾌﾞｻﾀﾞ ﾕｳｷ 岡　山  大阪大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 6281  ⿊川　仁汰  (2)  ｸﾛｶﾜ ｼﾞﾝﾀ 岡　山  高梁城南高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 7021  小渕　知希  (3)  ｺﾌﾞﾁ ﾄﾓｷ 岡　山  林野高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 868  植木　龍翔  (2)  ｳｴｷ ﾘｭｳﾄ 岡　山  就実高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 6073  日髙　　翼  (2)  ﾋﾀﾞｶ ﾂﾊﾞｻ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 542  脇　　龍希  (2)  ﾜｷ ﾘｭｳｷ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1862  小橋　　陽  (2)  ｺﾊﾞｼ ﾊﾙ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3608  伊藤　孝太  (2)  ｲﾄｳ ｺｳﾀ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 9013  村上　　匠  (3)  ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾐ 岡　山  津山高専 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3606  久葉　誠⽮  (2)  ｸﾊﾞ ｾｲﾔ 岡　山  倉敷ＴＦＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 5271  林原　和志  (3)  ﾊﾔｼﾊﾗ ｶｽﾞｼ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 6556  前原　成翔  (2)  ﾏｴﾊﾗ ｾｲﾄ 岡　山  津山高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 6411  前田　舜太郎(4)  ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡　山  精思高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1987  藤原　隆太郎(2)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 6065  田邉　天鞠  (2)  ﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 2248  田邉　大輝  (3)  ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 岡　山  就実大 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 6277  田中　照也  (2)  ﾀﾅｶ ﾃﾙﾔ 岡　山  高梁城南高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 5595  ⻄山　　聡  (1)  ﾆｼﾔﾏ ｻﾄｼ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 9075  草場　豊樹  (2)  ｸｻﾊﾞ ﾖﾖｷ 岡　山  岡山後楽館高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1863  平野　祥太  (2)  ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 531  山川　　亮  (3)  ﾔﾏｶﾜ ﾘｮｳ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 191  岡崎　真那人(2)  ｵｶｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 5711  土井　信之介(1)  ﾄﾞｲ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 5572  道廣　祐輝  (2)  ﾐﾁﾋﾛ ﾕｳｷ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 102  那須　大悟  (3)  ﾅｽ ﾀﾞｲｺﾞ 岡　山  市操山中 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1144  安原　成海  (1)  ﾔｽﾊﾗ ﾅﾙﾐ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 104  藤井　俊輔  (1)  ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 5587  ⾦田　龍平  (2)  ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 104  山田　赳⾏  (3)  ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾕｷ 岡　山  市操山中 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 3410  岡　　雅満  ｵｶ ﾏｻﾐﾂ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 1453  齋藤　涼冴  (1)  ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｷ 岡　山  邑久高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 7750  山本　聖那  (2)  ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ 岡　山  総社南高 2017/06/25 10:10
男⼦ ２００ｍ(11組〜20組) 7753  堀　　宗太  (2)  ﾎﾘ ｿｳﾀ 岡　山  総社南高 2017/06/25 10:10

男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1499  中田　大貴  (2)  ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 114  眞田　剛寛  (1)  ｻﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 岡　山  関⻄学院大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 2282  ⻄角　隼人  (2)  ﾆｼｶﾄﾞ ﾊﾔﾄ 岡　山  日本体育大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 2327  田中　善將 (M2)  ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ 岡　山  岡山大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 7794  高柿　裕斗  (3)  ﾀｶｶﾞｷ ﾕｳﾄ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1594  宇野田　和馬(3)  ｳﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡　山  岡山大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1679  吉田　崇智  (3)  ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄﾓ 岡　山  広島経済大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 2074  中野　悟志  (1)  ﾅｶﾉ ｻﾄｼ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 3025  木村　大輝  ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 5686  乾　　俊介  (3)  ｲﾇｲ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1478  ⽔島　晃治  (3)  ﾐｽﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 5268  林　　　望  (3)  ﾊﾔｼ ﾉｿﾞﾑ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 106  杉岡　大輝  (3)  ｽｷﾞｵｶ ﾀﾞｲｷ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1332  小林　祐介  (2)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 4387  ⽮木　貴紘  (4)  ﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 岡　山  城⻄大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 3021  佐藤　　翼  ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1688  岡本　拓也  (3)  ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 岡　山  広島経済大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 3563  田邉　　詢  (2)  ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 岡　山  東京農業大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 4487  森本　　諒  (4)  ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾗ 岡　山  一橋大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 6168  福田　大希  (1)  ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｷ 岡　山  高崎経済大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 5426  山崎　拓馬  (3)  ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾏ 岡　山  倉敷翠松高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 841  ⻑﨑　龍平  (3)  ﾅｶﾞｻｷ ﾘｭｳﾍｲ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1165  森下　瑛司  (2)  ﾓﾘｼﾀ ｴｲｼﾞ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 6226  木村　茂樹  (1)  ｷﾑﾗ ｼｹﾞｷ 岡　山  総社高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 469  ⼗川　凜人  (3)  ｿｶﾞﾜ ﾘﾝﾄ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 7801  筒井　陸斗  (3)  ﾂﾂｲ ﾘｸﾄ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 6891  高本　雅崇  (1)  ｺｳﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 岡　山  美作高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 3749  ⿊田　弘樹  ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ 岡　山  岡山市消防局 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1791  高原　秀太  (1)  ﾀｶﾊﾗ ｼｭｳﾀ 岡　山  岡山白陵高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 468  橋本　大希  (3)  ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 554  織田　渉稔  (2)  ｵﾀﾞ ｼｮｳﾄ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 7825  吉村　友佑  (2)  ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 2042  上田　明日翔(1)  ｳｴﾀﾞ ｱｽｶ 岡　山  岡山大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 862  阿曽　龍登  (2)  ｱｿ ﾘｭｳﾄ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 9347  山田　祐二  ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 岡　山  岡山陸協 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 5685  高原　　健  (3)  ﾀｶﾊﾗ ｹﾝ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 3434  杉香　紀彦  ｽｷﾞｶ ﾉﾘﾋｺ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1338  横⾒　光輝  (2)  ﾖｺﾐ ｺｳｷ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 12:00
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男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 368  河原　悠樹  (3)  ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 242  松井　雄利  (1)  ﾏﾂｲ ﾕｳﾘ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 216  菖蒲　　陸  (2)  ｼｮｳﾌﾞ ﾘｸ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 7731  難波　歩夢  (1)  ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 岡　山  総社南高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1614  羽村　健渉  (2)  ﾊﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ 岡　山  岡山大 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 551  光本　瀬生  (2)  ﾐﾂﾓﾄ ﾗｲｷ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 5116  三⼾　健聖  (1)  ﾐﾄ ｹﾝｾｲ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1256  坪本　光希  (2)  ﾂﾎﾞﾓﾄ ｺｳｷ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 531  山川　　亮  (3)  ﾔﾏｶﾜ ﾘｮｳ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 3  山本　空知  (1)  ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗﾁ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 48  伊達　健一郎(2)  ﾀﾞﾃ ｹﾝｲﾁﾛｳ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 5675  大原　健太郎(3)  ｵｵﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 521  原口　　烈  (1)  ﾊﾗｸﾞﾁ ﾚﾂ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 928  斎藤　龍基  (2)  ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 岡　山  明誠学院高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 6  平野　純生  (1)  ﾋﾗﾉ ｱﾂｷ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 7740  古屋　　孝  (3)  ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 岡　山  総社南高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 5587  ⾦田　龍平  (2)  ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1242  小室　翔太  (1)  ｺﾑﾛ ｼｮｳﾀ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 6082  ⽔原　海斗  (2)  ﾐｽﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1845  在⾥　　陸  (1)  ｱﾘｻﾄ ﾘｸ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 9006  花田　爽馬  (1)  ﾊﾅﾀﾞ ｿｳﾏ 岡　山  津山高専 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 3837  池田　智一  ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 岡　山  政田ＲＣ 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 6740  前田　琢人  (2)  ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾄ 岡　山  津山工業高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 5108  古川　涼介  (2)  ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/24 12:00
男⼦ ４００ｍ(01組〜07組) 1623  深津　直也  (3)  ﾌｶﾂ ﾅｵﾔ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/24 12:00

男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 3003  德永　貴昭  ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶｱｷ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1677  林　　高春  (3)  ﾊﾔｼ ﾀｶﾊﾙ 岡　山  広島経済大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 7952  鈴木　寿基  (2)  ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 947  高塚　誠司 (M1)  ﾀｶﾂｶ ｾｲｼﾞ 岡　山  大阪大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 859  定久　　舜  (3)  ｻﾀﾞﾋｻ ｼｭﾝ 岡　山  京都教育大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 3010  北　　優也  ｷﾀ ﾕｳﾔ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5670  塚本　航平  (2)  ﾂｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 3462  木村　一也  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1106  近藤　雄太  (3)  ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5710  伏⾒　　淳  (5)  ﾌｼﾐ ｼﾞｭﾝ 岡　山  聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1053  藤原　将司  (1)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｼ 岡　山  中京大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1654  中川　亮太  (2)  ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1105  大元　洸星  (3)  ｵｵﾓﾄ ｺｳｾｲ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1636  佐藤　直人  (3)  ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 岡　山  岡山理科大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5590  杉山　怜司  (1)  ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 岡　山  日本体育大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1859  ⽮野　正也  (2)  ﾔﾉ ﾏｻﾔ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1980  高橋　和史  (2)  ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｼ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1303  池本　龍星  (3)  ｲｹﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 岡　山  美作大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 6911  則武　由希  (2)  ﾉﾘﾀｹ ﾕｳｷ 岡　山  美作高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5440  藤澤　樹輝  (1)  ﾌｼﾞｻﾜ ｲﾂｷ 岡　山  倉敷翠松高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 3147  住井　和紀  ｽﾐｲ ｶｽﾞｷ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 3017  河田　晋一郎  ｶﾜﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 9005  山口　直起  (1)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 岡　山  津山高専 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5293  板橋　拓夢  (1)  ｲﾀﾊｼ ﾋﾛﾑ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5044  藤山　凌吾  (1)  ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｮｳｺﾞ 岡　山  倉敷南高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1443  橋本　利哉  (2)  ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾔ 岡　山  広島修道大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1629  吉崎　公章  (2)  ﾖｼｻｷ ｷﾐｱｷ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 43  上原　慶也  (2)  ｳｴﾊﾗ ｹｲﾔ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 2021  林　　義成  (1)  ﾊﾔｼ ﾖｼﾅﾘ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 481  江⼾　優介  (2)  ｴﾄﾞ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 3149  山縣　　結  ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｲ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5476  渡邉　智哉  (2)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 岡　山  中京大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 542  脇　　龍希  (2)  ﾜｷ ﾘｭｳｷ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 881  藤田　勇輝  (2)  ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1170  渡邉　壮一郎(2)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1596  加川　友英  (3)  ｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ 岡　山  岡山大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5589  髙雄　龍聖  (2)  ﾀｶｵ ﾘｭｳｾｲ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 7965  ⻄山　綾一  (2)  ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 6241  倉田　数馬  (2)  ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾏ 岡　山  高梁高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 7963  前原　童夢  (2)  ﾏｴﾊﾗ ﾄﾞｳﾑ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 200  竹内　　颯  (2)  ﾀｹｳﾁ ｿｳ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5360  小野　裕真  (2)  ｵﾉ ﾕｳﾏ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1255  山下　太一  (2)  ﾔﾏｼﾀ ﾀｲﾁ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5586  出⽔　優希  (2)  ｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 1645  齋藤　　洸  (2)  ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 岡　山  岡山理科大 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 5299  川田　悠太  (1)  ｶﾜﾀ ﾕｳﾀ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 3422  ⻄山　⾏大  ﾆｼﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 12:20
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男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 3399  三秋　欣彦  ﾐｱｷ ﾖｼﾋｺ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 12:20
男⼦ ４００ｍ(08組〜13組) 802  國本　　駿  (1)  ｸﾆﾓﾄ ｼｭﾝ 岡　山  九州工業大 2017/06/24 12:20

男⼦ ８００ｍ 663  徳永　　翼  (2)  ﾄｸﾅｶﾞ ﾂﾊﾞｻ 岡　山  早稲田大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 116  竹内　雄太  (1)  ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 岡　山  関⻄学院大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1711  大竹　康平  (1)  ｵｵﾀｹ ｺｳﾍｲ 岡　山  広島経済大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1688  岡本　拓也  (3)  ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 岡　山  広島経済大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2033  和田　龍汰  (1)  ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 岡　山  鳥取大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 3131  山田　泰裕  ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2144  田嶋　展明  (4)  ﾀｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 岡　山  川崎医科大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7792  米山　航平  (3)  ﾖﾈﾔﾏ ｺｳﾍｲ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1623  深津　直也  (3)  ﾌｶﾂ ﾅｵﾔ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 3014  近藤　健太  ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 465  小林　拓海  (3)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 6810  池田　　凌  (3)  ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 岡　山  津山東高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 948  福田　裕也  (5)  ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾔ 岡　山  大阪大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1053  藤原　将司  (1)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｼ 岡　山  中京大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 535  ⽮部　　樹  (3)  ﾔﾍﾞ ｲﾂｷ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 3004  今田　湧也  ｲﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7979  松原　遼太郎(3)  ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 42  岩﨑　亮太  (2)  ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5710  伏⾒　　淳  (5)  ﾌｼﾐ ｼﾞｭﾝ 岡　山  聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 859  定久　　舜  (3)  ｻﾀﾞﾋｻ ｼｭﾝ 岡　山  京都教育大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7957  井上　潤也  (2)  ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝﾔ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1703  辻元　勇和  (2)  ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾜ 岡　山  大阪国際大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1289  角本　憲史  (3)  ｶｸﾓﾄﾞ ｹﾝｼﾞ 岡　山  岡山商科大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7940  佐々木　駿希(3)  ｻｻｷ ｼｭﾝｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 300  小田　一期  (2)  ｵﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1332  小林　祐介  (2)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7831  ⿊瀧　大地  (2)  ｸﾛﾀｷ ﾀﾞｲﾁ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1331  風早　剛志  (2)  ｶｻﾞﾊﾔ ﾀｹｼ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 6929  廣野　　翔  (3)  ﾋﾛﾉ ｼｮｳ 岡　山  美作高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 476  柴田　晃平  (2)  ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1128  大森　椋太  (1)  ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7823  桑村　大河  (2)  ｸﾜﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1620  武　　祐希  (1)  ﾀｹ ﾕｳｷ 岡　山  岡山大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 590  藤田　直嗣  (3)  ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾂｸﾞ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 3437  土倉　義史  ﾄｸﾗ ﾖｼﾌﾐ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7794  高柿　裕斗  (3)  ﾀｶｶﾞｷ ﾕｳﾄ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1655  横⾕　黛我  (2)  ﾖｺﾀﾆ ﾀｲｶﾞ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5297  堀　ひかる  (1)  ﾎﾘ ﾋｶﾙ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2227  近藤　　昂  (1)  ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 678  古川　靖之  (2)  ﾌﾙｶﾜ ﾔｽﾕｷ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2314  古市　翔也  ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾔ 岡　山  桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 61  上岡　　巧  (2)  ｳｴｵｶ ﾀｸﾐ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 671  髙嶋　光大  (3)  ﾀｶｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7807  小合　淳⽮  (1)  ｵｺﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5710  菰口　康平  (1)  ｺﾓｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5045  山本　遼太郎(1)  ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 841  ⻑﨑　龍平  (3)  ﾅｶﾞｻｷ ﾘｭｳﾍｲ 岡　山  就実高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5433  中野　文貴  (2)  ﾅｶﾉ ﾌﾐﾀｶ 岡　山  倉敷翠松高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 68  古⾕野　智洋(1)  ｺﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1134  藤田　和司  (1)  ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｼ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2302  桑村　太陽  (2)  ｸﾜﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 岡　山  加賀中 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1781  宇高　昌弘 (M1)  ｳﾀﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 岡　山  岡山大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1338  横⾒　光輝  (2)  ﾖｺﾐ ｺｳｷ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2331  楠本　泰士  (1)  ｸｽﾓﾄ ﾔｽｼ 岡　山  岡山大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 6217  名越　仁彦  (2)  ﾅｺﾞｼ ﾏｻﾋｺ 岡　山  総社高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 685  樋口　正汰  (1)  ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2651  村上　朋郎  (3)  ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾛｳ 岡　山  清秀中 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2224  勝枝　真弘  (3)  ｶﾂｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 岡　山  桜が丘中 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 3148  森　　海都  ﾓﾘ ｶｲﾄ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7045  須田　　光  (2)  ｽﾀﾞ ﾋｶﾙ 岡　山  林野高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2044  加百　勇登  (1)  ｶﾄﾞ ﾕｳﾄ 岡　山  岡山大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5685  高原　　健  (3)  ﾀｶﾊﾗ ｹﾝ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 49  島原　　基  (2)  ｼﾏﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1135  喜多　奎文  (1)  ｷﾀ ｹｲﾌﾞﾝ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7943  米⾕　友紀  (3)  ﾏｲﾀﾆ ﾄﾓｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1334  堀　　拓生  (2)  ﾎﾘ ﾀｸﾐ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2829  駒井　亮三  ｺﾏｲ ﾘｮｳｿﾞｳ 岡　山  井原ＲＣ 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1131  北橋　将太  (1)  ｷﾀﾊｼ ｼｮｳﾀ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 296  近藤　遼太朗(2)  ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1121  浅野　鴻之介(1)  ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 11:25
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男⼦ ８００ｍ 3134  小山　貴康  ｺﾔﾏ ﾀｶﾔｽ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1236  藤原　和哉  (3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ 岡　山  津山⻄中 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 6660  杉山　颯哉  (1)  ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳﾔ 岡　山  津山商業高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 67  國政　賢人  (1)  ｸﾆﾏｻ ｹﾝﾄ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2433  角南　秀⾏  (1)  ｽﾅﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡　山  梅の木ｸﾗﾌﾞ 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 1985  藤井　智寛  (2)  ﾌｼﾞｲ ﾁﾋﾛ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5046  山村　嵩紀  (1)  ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｷ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5588  川村　祐貴  (2)  ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｷ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 576  浮田　颯真  (2)  ｳｷﾀﾞ ｿｳﾏ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5047  吉田　明礼  (1)  ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 6897  竹永　⻯平  (1)  ﾀｹﾅｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ 岡　山  美作高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 583  井上　将樹  (1)  ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 6740  前田　琢人  (2)  ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾄ 岡　山  津山工業高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2078  内田　勇樹  (1)  ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 2072  内田　晴樹  (1)  ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5054  藤原　大希  (1)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 247  市村　　亘  (1)  ｲﾁﾑﾗ ﾜﾀﾙ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 5801  森下　直樹  (1)  ﾓﾘｼﾀ ﾅｵｷ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 6724  武田　瑞生  (1)  ﾀｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 岡　山  津山工業高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 7736  田中　健翔  (1)  ﾀﾅｶ ｹﾝｼｮｳ 岡　山  総社南高 2017/06/25 11:25
男⼦ ８００ｍ 929  清⽔　優也  (1)  ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 岡　山  明誠学院高 2017/06/25 11:25

男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5321  土倉　稜貴  (3)  ﾄｸﾗ ﾘｮｳｷ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2144  田嶋　展明  (4)  ﾀｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 岡　山  川崎医科大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 42  岩﨑　亮太  (2)  ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3418  酒井　　健  ｻｶｲ ｹﾝ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5382  土倉　光貴  (1)  ﾄｸﾗ ｺｳｷ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 543  山室　宥武  (2)  ﾔﾏﾑﾛ ﾋﾛﾑ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 9663  仙波　貴雅  ｾﾝﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ 岡　山  ｚｉｐｓ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 7831  ⿊瀧　大地  (2)  ｸﾛﾀｷ ﾀﾞｲﾁ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5384  和田　将希  (1)  ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 681  佐竹　玲来  (2)  ｻﾀｹ ﾘｸ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 7979  松原　遼太郎(3)  ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1331  風早　剛志  (2)  ｶｻﾞﾊﾔ ﾀｹｼ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3753  ⽮吹　祐輔  ﾔﾌﾞｷ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山市消防局 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 904  森下　翔太  (2)  ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ 岡　山  井原中 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 590  藤田　直嗣  (3)  ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾂｸﾞ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 9369  本郷　　淳  ﾎﾝｺﾞｳ ｼﾞｭﾝ 岡　山  岡山陸協 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 68  古⾕野　智洋(1)  ｺﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2228  佐々木　章太(1)  ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2121  井口　将弥  (1)  ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5661  奥井　⾠太郎(2)  ｵｸｲ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 9404  片上　哲郎  ｶﾀｶﾐ ﾃﾂﾛｳ 岡　山  岡山陸協 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2302  桑村　太陽  (2)  ｸﾜﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 岡　山  加賀中 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 689  堤　　玲仁  (1)  ﾂﾂﾐ ﾚｲﾄ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1425  吉川　幸輝  (4)  ｷｯｶﾜ ｺｳｷ 岡　山  広島修道大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1134  藤田　和司  (1)  ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｼ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 477  ⻑岡　侑⾶  (2)  ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾋ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 482  中釜　一積  (2)  ﾅｶｶﾞﾏ ｶｽﾞｱﾂ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5045  山本　遼太郎(1)  ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡　山  倉敷南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1625  河部　康平  (2)  ｶﾜﾍﾞ ｺｳﾍｲ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5681  田所　聖梧  (2)  ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｮｳｺﾞ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1620  武　　祐希  (1)  ﾀｹ ﾕｳｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 578  安井　大翔  (2)  ﾔｽｲ ﾋﾛﾄ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2224  勝枝　真弘  (3)  ｶﾂｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 岡　山  桜が丘中 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1145  虫明　崇史  (1)  ﾑｼｱｹ ﾀｶﾌﾐ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 9025  ⻄山　　蓮  (1)  ﾆｼﾔﾏ ﾚﾝ 岡　山  津山高専 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2080  片山　蒼大  (2)  ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1781  宇高　昌弘 (M1)  ｳﾀﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 岡　山  岡山大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5710  菰口　康平  (1)  ｺﾓｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1979  ⾕　　尚俊  (2)  ﾀﾆ ﾅｵﾄｼ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 7983  大塚　翔真  (1)  ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾏ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1606  池畑　智幸  (2)  ｲｹﾊﾀ ﾄﾓﾕｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1220  板倉　琉一  (3)  ｲﾀｸﾗ ﾙｲ 岡　山  津山東中 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3217  小林　睦史  ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 岡　山  三井造船玉野 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 7985  ⽮吹　陸空  (1)  ﾔﾌﾞｷ ﾘｸ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 180  慶雲寺　匡 (H1)  ｹｲｳﾝｼﾞ ﾏｻｼ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 7807  小合　淳⽮  (1)  ｵｺﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 7988  中⻄　　晃  (1)  ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5385  土居　尚哉  (1)  ﾄﾞｲ ﾅｵﾔ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 7809  千田　英樹  (1)  ｾﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 6801  池田　　駿  (1)  ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ 岡　山  津山東高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 6792  高橋　秀滉  (2)  ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 岡　山  津山東高 2017/06/24 13:05
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3900  佐藤　健司  ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 岡　山  ⾃衛隊岡山 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3439  國延　　智  ｸﾆﾉﾌﾞ ｻﾄｼ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 544  玖村　彗聖  (2)  ｸﾑﾗ ｹｲｾｲ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1653  佐藤　　元  (2)  ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3143  ⽉本　新太郎  ﾂｷﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2079  大⻄　柊太朗(1)  ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1125  江⾒　人成  (1)  ｴﾐ ｼﾞﾝｾｲ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1846  原田　雄真  (1)  ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾏ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1121  浅野　鴻之介(1)  ｱｻﾉ ｺｳﾉｽｹ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1269  安井　雄大  (5)  ﾔｽｲ ﾕｳﾀﾞｲ 岡　山  津山高専 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3220  藤原　忠彦  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞﾋｺ 岡　山  三井造船玉野 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 434  初岡　流⾐  (1)  ﾊﾂｵｶ ﾙｲ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 7751  秋田　　樹  (2)  ｱｷﾀ ｲﾂｷ 岡　山  総社南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2829  駒井　亮三  ｺﾏｲ ﾘｮｳｿﾞｳ 岡　山  井原ＲＣ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 7943  米⾕　友紀  (3)  ﾏｲﾀﾆ ﾄﾓｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 7737  松野　隆之介(1)  ﾏﾂﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 岡　山  総社南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2433  角南　秀⾏  (1)  ｽﾅﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡　山  梅の木ｸﾗﾌﾞ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3839  石田　高義  ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 岡　山  政田ＲＣ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 511  國府　誠太郎(1)  ｺｸﾌﾞ ｾｲﾀﾛｳ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5723  信下　昌弘  (3)  ﾉﾌﾞｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 9001  岡崎　巧実  (1)  ｵｶｻﾞｷ ﾀｸﾐ 岡　山  津山高専 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 218  堀内　樹己  (1)  ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭｷ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 903  森下　競太  (2)  ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳﾀ 岡　山  井原中 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 219  熱田　陽向  (1)  ｱﾂﾀ ﾋﾅﾀ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5396  小⾒山　敦成(1)  ｺﾐﾔﾏ ﾀｲｾｲ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3442  大橋　　裕  ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 677  藤原　涼祐  (3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 5588  川村　祐貴  (2)  ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｷ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1631  小幡　⾠哉  (4)  ｵﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 岡　山  岡山理科大 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 520  ⾦森　貴生  (1)  ｶﾅﾓﾘ ｷｵ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2072  内田　晴樹  (1)  ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2078  内田　勇樹  (1)  ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 576  浮田　颯真  (2)  ｳｷﾀﾞ ｿｳﾏ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1226  荒木　大智  (2)  ｱﾗｷ ﾀﾞｲﾁ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 2183  宇野　直人 (J2)  ｳﾉ ﾅｵﾄ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3574  ⻄川　尚男  ﾆｼｶﾜ ﾋｻｵ 岡　山  岡山県庁 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3374  小橋　　隆  ｺﾊﾞｼ ﾀｶｼ 岡　山  岡山陸上ｸﾗﾌﾞ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1894  ⽔川　和紀  (1)  ﾐｽﾞｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 6724  武田　瑞生  (1)  ﾀｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 岡　山  津山工業高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 6915  竹花　友貴  (1)  ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ 岡　山  美作高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 500  宇和佐　晴生(1)  ｳﾜｻ ﾊﾙｵ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 505  安藤　優宏  (1)  ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 3100  池田　幹広  ｲｹﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ 岡　山  岡山教員ｸﾗﾌﾞ 2017/06/24 13:05
男⼦ １５００ｍ(01組〜05組) 1842  奥山　　諒  (1)  ｵｸﾔﾏ ﾘｮｳ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 13:05

男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 3905  ⾦⾕　慎也  ｶﾈﾀﾆ ｼﾝﾔ 岡　山  ⾃衛隊岡山 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 3004  今田　湧也  ｲﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 6554  居森　圭哉  (3)  ｲﾓﾘ ｹｲﾔ 岡　山  津山高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1108  山崎　達哉  (3)  ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1330  浦岡　　健  (2)  ｳﾗｵｶ ﾀｹﾙ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1128  大森　椋太  (1)  ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 7824  有富　大智  (2)  ｱﾘﾄﾐ ﾀﾞｲﾁ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 6583  春名　昌芳  (2)  ﾊﾙﾅ ﾏｻﾖｼ 岡　山  津山高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 5105  浦　淳一朗  (2)  ｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 7819  山崎　舜介  (2)  ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1703  辻元　勇和  (2)  ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾜ 岡　山  大阪国際大 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 3978  池上　　廉  ｲｹｶﾞﾐ ﾚﾝ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 9002  山⾕　悠介  (3)  ﾔﾏﾔ ﾕｳｽｹ 岡　山  津山高専 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1634  森　　裕貴  (3)  ﾓﾘ ﾕｳｷ 岡　山  岡山理科大 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 3202  中山　　凌  ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 岡　山  三井造船玉野 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 7922  横川　明昌  (2)  ﾖｺｶﾜ ｱｷﾏｻ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 5381  安藤　勘太  (1)  ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 3272  佐藤　尚人  ｻﾄｳ ﾋｻﾄ 岡　山  岡山クラブ 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 912  澤田　直央斗(2)  ｻﾜﾀﾞ ﾅｵﾄ 岡　山  明誠学院高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1605  安積　拓哉  (2)  ｱﾂﾞﾐ ﾀｸﾔ 岡　山  岡山大 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 110  藤井　信介  (3)  ﾌｼﾞｲ ｼﾝｽｹ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 2227  近藤　　昂  (1)  ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 7798  國政　祐太  (3)  ｸﾆﾏｻ ﾕｳﾀ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 687  高平　将登  (1)  ﾀｶﾋﾗ ﾏｻﾄ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 7973  角川　慶悟  (3)  ｶﾄﾞｶﾜ ｹｲｺﾞ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 685  樋口　正汰  (1)  ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 2086  山田　修人  (2)  ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 6802  高島　直也  (1)  ﾀｶｼﾏ ﾅｵﾔ 岡　山  津山東高 2017/06/24 13:30
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男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1612  ⾕田　啓明  (2)  ﾀﾆﾀ ﾋﾛｱｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1577  大塚　友貴  (4)  ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 678  古川　靖之  (2)  ﾌﾙｶﾜ ﾔｽﾕｷ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 7823  桑村　大河  (2)  ｸﾜﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1180  桒原　大誠  (2)  ｸﾜﾊﾗ ﾀｲｾｲ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 6805  志部　樹輝  (1)  ｼﾌﾞ ｲﾂｷ 岡　山  津山東高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 2651  村上　朋郎  (3)  ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾛｳ 岡　山  清秀中 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 3583  多田　陽祐  ﾀﾀﾞ ﾖｳｽｹ 岡　山  岡山県庁 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 2087  山口　　倫  (2)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 3140  紺屋　槙斗  ｺﾝﾔ ﾏｷﾄ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 595  福間　光太  (3)  ﾌｸﾏ ｺｳﾀ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 5395  伊澤　奈央也(1)  ｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 6790  杉村　亮祐  (2)  ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  津山東高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 5713  楠　　佑斗  (2)  ｸｽ ﾕｳﾄ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 9016  森　遼太郎  (1)  ﾓﾘ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡　山  津山高専 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1925  有村　和真  (1)  ｱﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 6283  森脇　明博  (2)  ﾓﾘﾜｷ ｱｷﾋﾛ 岡　山  高梁城南高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 2083  嘉良⼾　翔太(1)  ｶﾗﾄ ｼｮｳﾀ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 416  万波　尚樹  (2)  ﾏﾝﾅﾐ ﾅｵｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 49  島原　　基  (2)  ｼﾏﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 532  佐藤　大輝  (3)  ｻﾄｳ ﾀｲｷ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 7986  宮本　英夫  (1)  ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 6216  村上　友我  (2)  ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 岡　山  総社高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 583  井上　将樹  (1)  ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 7045  須田　　光  (2)  ｽﾀﾞ ﾋｶﾙ 岡　山  林野高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 3498  白神　光国  ｼﾗｶﾞ ﾐﾂｸﾆ 岡　山  玉島の森ｸﾗﾌﾞ 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 5794  鈴木　春哉  (2)  ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 9377  古米　大洋  ﾌﾙﾏｲ ﾄﾓﾋﾛ 岡　山  岡山陸協 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 9011  村⻲　真也  (2)  ﾑﾗｶﾒ ｼﾝﾔ 岡　山  津山高専 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 5801  森下　直樹  (1)  ﾓﾘｼﾀ ﾅｵｷ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1236  藤原　和哉  (3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ 岡　山  津山⻄中 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 5816  東　　剛輝  (2)  ﾋｶﾞｼ ｺｳｷ 岡　山  笠岡工業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 7992  宮﨑　凛人  (1)  ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾝﾄ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1861  三宅　和也  (2)  ﾐﾔｹ ｶｽﾞﾔ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 905  大成　生真  (2)  ｵｵﾅﾘ ｲｸﾏ 岡　山  井原中 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 6042  渋⾕　永遠  (3)  ｼﾌﾞﾔ ﾄﾜ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 3207  若林　　淳  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 岡　山  三井造船玉野 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 247  市村　　亘  (1)  ｲﾁﾑﾗ ﾜﾀﾙ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 5825  中島　侑哉  (2)  ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾔ 岡　山  笠岡工業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1216  片山　礼偉  (1)  ｶﾀﾔﾏ ﾗｲ 岡　山  津山東中 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 5725  内田　陽介  (1)  ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｽｹ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 2084  柴川　倫太朗(1)  ｼﾊﾞｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 506  岡嶋　泰誠  (1)  ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1022  ⿊川　瑠偉  (1)  ｸﾛｶﾜ ﾙｲ 岡　山  玉野商業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 6744  林　　永真  (2)  ﾊﾔｼ ﾄｳｼﾝ 岡　山  津山工業高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1247  渡邉　　海  (1)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/24 13:30
男⼦ １５００ｍ(06組〜09組) 1850  山田　一登  (1)  ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 13:30

男⼦ ５０００ｍ 2112  岡本　雄大  ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 岡　山  ＪＦＥｽﾁｰﾙ 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5468  ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾆｼﾞｵｶ(3)  ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾆｼﾞｵｶ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5511  ﾌｨﾚﾓﾝ ｷﾌﾟﾗｶﾞｯﾄ(1)  ﾌｨﾚﾓﾝ ｷﾌﾟﾗｶﾞｯﾄ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 2111  大⾕　健太  ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ 岡　山  ＪＦＥｽﾁｰﾙ 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 2113  大⾕　康太  ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀ 岡　山  ＪＦＥｽﾁｰﾙ 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 2114  村上　優輝  ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 岡　山  ＪＦＥｽﾁｰﾙ 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5462  名合　治紀  (3)  ﾅｺﾞｳ ﾊﾙｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5467  北野　太翔  (3)  ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5480  井田　　春  (2)  ｲﾀﾞ ｼｭﾝ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5321  土倉　稜貴  (3)  ﾄｸﾗ ﾘｮｳｷ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5465  合田　　椋  (3)  ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5464  小野　一貴  (3)  ｵﾉ ｶｽﾞｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5479  八木　志樹  (2)  ﾔｷﾞ ﾓﾄｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5475  宍⼾　来嘉  (2)  ｼｼﾄﾞ ﾗｲｶ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5477  円　　健介  (2)  ﾂﾌﾞﾗｹﾝｽｹ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5463  脇本　　岳  (3)  ﾜｷﾓﾄ ﾀｹﾙ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5481  若林　陽大  (2)  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5476  山田　拓人  (2)  ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5466  原野　秀馬  (3)  ﾊﾗﾉ ｼｭｳﾏ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 7951  田中　佑樹  (2)  ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 1377  田頭　操真  (2)  ﾀｶﾞｼﾗ ｿｳﾏ 岡　山  流通経済大 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 7950  梶原　大聖  (2)  ｶｼﾞﾜﾗ ﾀｲｾｲ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 1559  三好　将太  (3)  ﾐﾖｼ ｼｮｳﾀ 岡　山  環太平洋大 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 3443  木村　宣久  ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5461  田中　凌雅  (3)  ﾀﾅｶ ﾘｮｳｶﾞ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
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男⼦ ５０００ｍ 3432  ⾕口　純平  ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 543  山室　宥武  (2)  ﾔﾏﾑﾛ ﾋﾛﾑ 岡　山  岡山工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5474  宇都　駿介  (2)  ｳﾄ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5352  池田　桜介  (2)  ｲｹﾀﾞ ｵｳｽｹ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5478  井口　　駆  (2)  ｲｸﾞﾁ ｶｹﾙ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5019  岡野　　蓮  (3)  ｵｶﾉ ﾚﾝ 岡　山  倉敷南高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5322  貝原　啓斗  (3)  ｶｲﾊﾗ ﾋﾛﾄ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 7981  高山　輝太  (1)  ﾀｶﾔﾏ ｺｳﾀ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 6821  岡本　太郎  (2)  ｵｶﾓﾄ ﾀﾛｳ 岡　山  津山東高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5351  佐藤　慶一  (2)  ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5503  山下　空良  (1)  ﾔﾏｼﾀ ｿﾗ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 6111  丸岡　陸哉  (1)  ﾏﾙｵｶ ﾘｸﾔ 岡　山  高松農業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5510  石原　翔太郎(1)  ｲｼﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5506  角南　隆⾏  (1)  ｽﾅﾐ ﾘｭｳｺｳ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5105  浦　淳一朗  (2)  ｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 1126  尾関　大成  (1)  ｵｾﾞｷ ﾀｲｾｲ 岡　山  玉野光南高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 9492  廣田　雄樹  ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 岡　山  岡山陸協 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 285  森田　雄貴  (3)  ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5501  石井　大揮  (1)  ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 3431  小郷　和希  ｵｺﾞｳ ｶｽﾞｷ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 9346  中山　聖己  ﾅｶﾔﾏ ｾｲｷ 岡　山  岡山陸協 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 7982  向井　雅登  (1)  ﾑｶｲ ﾏｻﾄ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5508  寺元　颯一  (1)  ﾃﾗﾓﾄ ｿｳｲﾁ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5504  ⻄山　在喜  (1)  ﾆｼﾔﾏ ｱﾘｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5505  武　　純也  (1)  ﾀｹ ｼﾞｭﾝﾔ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 7973  角川　慶悟  (3)  ｶﾄﾞｶﾜ ｹｲｺﾞ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 7980  難波　雅久  (1)  ﾅﾝﾊﾞ ﾏｻﾋｻ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5383  藤原　優希  (1)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5509  奥野　奏輝  (1)  ｵｸﾉ ｿｳｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5507  石井　稔基  (1)  ｲｼｲ ﾄｼｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5359  原田　浩輝  (2)  ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 9404  片上　哲郎  ｶﾀｶﾐ ﾃﾂﾛｳ 岡　山  岡山陸協 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 3753  ⽮吹　祐輔  ﾔﾌﾞｷ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山市消防局 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5502  笹田　拓弥  (1)  ｻｻﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5357  出口　裕基  (2)  ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5323  永瀬　塔也  (3)  ﾅｶﾞｾ ﾄｳﾔ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 886  中⻄　真大  (1)  ﾅｶﾆｼ ﾏｵ 岡　山  就実高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 7922  横川　明昌  (2)  ﾖｺｶﾜ ｱｷﾏｻ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 7959  野澤　直希  (2)  ﾉｻﾞﾜ ﾅｵｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 6115  藤原　健史  (1)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 岡　山  高松農業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 3202  中山　　凌  ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 岡　山  三井造船玉野 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 1618  前田　周亮  (2)  ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 岡　山  岡山大 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 687  高平　将登  (1)  ﾀｶﾋﾗ ﾏｻﾄ 岡　山  関⻄高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 7751  秋田　　樹  (2)  ｱｷﾀ ｲﾂｷ 岡　山  総社南高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5469  内田　尚利  (3)  ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 674  相澤　佑太  (3)  ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 岡　山  関⻄高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 3583  多田　陽祐  ﾀﾀﾞ ﾖｳｽｹ 岡　山  岡山県庁 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 1634  森　　裕貴  (3)  ﾓﾘ ﾕｳｷ 岡　山  岡山理科大 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 3498  白神　光国  ｼﾗｶﾞ ﾐﾂｸﾆ 岡　山  玉島の森ｸﾗﾌﾞ 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5354  岡本　⻁太朗(2)  ｵｶﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 3756  久野村　憲史  ｸﾉﾑﾗ ﾉﾘﾌﾐ 岡　山  岡山市消防局 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 892  井上　直人  (1)  ｲﾉｳｴ ﾅｵﾄ 岡　山  就実高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 3377  新田　恒士武  ﾆｯﾀ ﾂﾄﾑ 岡　山  岡山陸上ｸﾗﾌﾞ 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 5356  白石　康太  (2)  ｼﾗｲｼ ｺｳﾀ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 9419  今岡　俊和  ｲﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 岡　山  岡山陸協 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 3575  小原　　勝  ｺﾊﾗ ﾏｻﾙ 岡　山  岡山県庁 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 6283  森脇　明博  (2)  ﾓﾘﾜｷ ｱｷﾋﾛ 岡　山  高梁城南高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 677  藤原　涼祐  (3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  関⻄高 2017/06/23 16:50
男⼦ ５０００ｍ 6744  林　　永真  (2)  ﾊﾔｼ ﾄｳｼﾝ 岡　山  津山工業高 2017/06/23 16:50

男⼦ １００００ｍ 2112  岡本　雄大  ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 岡　山  ＪＦＥｽﾁｰﾙ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 2111  大⾕　健太  ｵｵﾀﾆ ｹﾝﾀ 岡　山  ＪＦＥｽﾁｰﾙ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 2113  大⾕　康太  ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀ 岡　山  ＪＦＥｽﾁｰﾙ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 5511  ﾌｨﾚﾓﾝ ｷﾌﾟﾗｶﾞｯﾄ(1)  ﾌｨﾚﾓﾝ ｷﾌﾟﾗｶﾞｯﾄ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 5468  ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾆｼﾞｵｶ(3)  ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾆｼﾞｵｶ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 5463  脇本　　岳  (3)  ﾜｷﾓﾄ ﾀｹﾙ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 5464  小野　一貴  (3)  ｵﾉ ｶｽﾞｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 5462  名合　治紀  (3)  ﾅｺﾞｳ ﾊﾙｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 5465  合田　　椋  (3)  ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 5467  北野　太翔  (3)  ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 5466  原野　秀馬  (3)  ﾊﾗﾉ ｼｭｳﾏ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3045  高橋　正尚  ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾅｵ 岡　山  倉敷化工 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 1559  三好　将太  (3)  ﾐﾖｼ ｼｮｳﾀ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 17:30
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男⼦ １００００ｍ 3904  片田　　堅  ｶﾀﾀﾞ ｶﾀｼ 岡　山  ⾃衛隊岡山 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3492  新田　　岬  ﾆｯﾀ ﾐｻｷ 岡　山  玉島の森ｸﾗﾌﾞ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3463  大森　雄貴  ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 1592  石原　　聖  (3)  ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 岡　山  岡山大 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 5329  武智　俊亮  (3)  ﾀｹﾁ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  ⽔島工業高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3401  北村　　康  ｷﾀﾑﾗ ｺｳ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3411  遠藤　潤一  ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 1595  遠藤　康太郎(3)  ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 岡　山  岡山大 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3920  吉野　正紘  ﾖｼﾉ ﾏｻﾋﾛ 岡　山  ⾃衛隊岡山 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3656  ⼾田　英雄  ﾄﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3398  藤原　優也  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾔ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 7822  竹内　一貴  (2)  ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3276  堀　　和也  ﾎﾘ ｶｽﾞﾔ 岡　山  岡山クラブ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3094  藤井　圭太  ﾌｼﾞｲ ｹｲﾀ 岡　山  岡山教員ｸﾗﾌﾞ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3274  三浦　章豪  ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ 岡　山  岡山クラブ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 7803  鍵山　由徳  (3)  ｶｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3261  中⾕　臣希  ﾅｶﾀﾆ ｼｹﾞｷ 岡　山  岡山クラブ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 3277  江尻　亮介  ｴｼﾞﾘ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  岡山クラブ 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 674  相澤　佑太  (3)  ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 岡　山  関⻄高 2017/06/24 17:30
男⼦ １００００ｍ 861  池田　亮太  (2)  ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 岡　山  就実高 2017/06/24 17:30

男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 34  上村　⻯司  (3)  ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 岡　山  関⻄学院大 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 3445  田村　元弘  ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 3016  田邉　大輔  ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 1326  齋藤　直樹  (3)  ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 1110  難波　　寛  (3)  ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 5269  小山　晴輝  (3)  ｺﾔﾏ ﾊﾙｷ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 5671  山下　朋紀  (2)  ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 550  寺町　達也  (2)  ﾃﾗﾏﾁ ﾀﾂﾔ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 3802  小林　祐介  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 岡　山  Glory AC 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 2075  橋岡　隼弘  (1)  ﾊｼｵｶ ﾄｼﾋﾛ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 1842  淺野　龍乃佑(3)  ｱｻﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 岡　山  香川大 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 5265  ⼾髙　珠佑  (3)  ﾄﾀﾞｶ ｼｭｳ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 1170  渡邉　壮一郎(2)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 709  ⿊瀬　　慶  (3)  ｸﾛｾ ｹｲ 岡　山  京都大 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 7958  河本　祐偉斗(2)  ｺｳﾓﾄ ﾕｲﾄ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 3133  島村　　潤  ｼﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 2421  平本　晋二郎(1)  ﾋﾗﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ 岡　山  関⻄大 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 1328  山本　祐輝  (3)  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 2333  ⻄本　俊樹  (1)  ﾆｼﾓﾄ ﾄｼｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 198  小林　和⽮  (2)  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 2310  磯村　　颯  (1)  ｲｿﾑﾗ ﾊﾔﾃ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 524  木村　祥吾  (1)  ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 6586  川口　和輝  (2)  ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 岡　山  津山高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 6210  木村　航大  (2)  ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡　山  総社高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 1641  安東　大輝  (2)  ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 岡　山  岡山理科大 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 7752  脇本　哲汰  (2)  ﾜｷﾓﾄ ﾃｯﾀ 岡　山  総社南高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 5572  道廣　祐輝  (2)  ﾐﾁﾋﾛ ﾕｳｷ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 14:45
男⼦ １１０ｍＨ(1.067m) 5591  池田　琉詞  (1)  ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 14:45

男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 1759  吉田　京平  (2)  ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 岡　山  東京学芸大 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 280  山田　泰雅  (3)  ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 2168  石井　大晴  (1)  ｲｼｲ ﾀｲｾｲ 岡　山  京都教育大 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 3871  光木　　智  ﾐﾂｷ ｻﾄｼ 岡　山  倉敷市役所 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 1307  原　　和輝  (3)  ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 岡　山  美作大 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 1582  廣本　朋哉  (4)  ｺｳﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡　山  岡山大 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 1842  淺野　龍乃佑(3)  ｱｻﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 岡　山  香川大 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 6919  村山　征海  (3)  ﾑﾗﾔﾏ ﾕｸﾐ 岡　山  美作高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 3467  田中　優樹  ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 1593  池内　康成  (3)  ｲｹｳﾁ ﾔｽﾅﾘ 岡　山  岡山大 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 5671  山下　朋紀  (2)  ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 5266  高木　孝在  (3)  ﾀｶｷ ﾀｶﾉﾘ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 5417  太田　雅文  (3)  ｵｵﾀ ﾏｻﾌﾐ 岡　山  中京大 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 2086  安廣　賢一  (1)  ﾔｽﾋﾛ ｹﾝｲﾁ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 3017  河田　晋一郎  ｶﾜﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 5722  ⾕　　和幸  (2)  ﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 7825  吉村　友佑  (2)  ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 1443  橋本　利哉  (2)  ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾔ 岡　山  広島修道大 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 184  山科　真之介(H1)  ﾔﾏｼﾅ ｼﾝﾉｽｹ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 405  御堂　　恵  (2)  ﾐﾄﾞｳ ｹｲ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 533  板野　　賢  (3)  ｲﾀﾉ ｻﾄﾙ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 3807  那須　宣⾏  ﾅｽ ﾉﾌﾞﾕｷ 岡　山  Glory AC 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 1646  井上　直也  (3)  ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/25 10:45
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 596  坂井　遥介  (3)  ｻｶｲ ﾖｳｽｹ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 65  池上　悠凪  (1)  ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 551  光本　瀬生  (2)  ﾐﾂﾓﾄ ﾗｲｷ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 1645  齋藤　　洸  (2)  ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 岡　山  岡山理科大 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 6794  端⼾　⻯平  (2)  ﾊﾅﾄ ﾘｭｳﾍｲ 岡　山  津山東高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 480  井村　祐輔  (2)  ｲﾑﾗ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 9025  ⻄山　　蓮  (1)  ﾆｼﾔﾏ ﾚﾝ 岡　山  津山高専 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 7752  脇本　哲汰  (2)  ﾜｷﾓﾄ ﾃｯﾀ 岡　山  総社南高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 5108  古川　涼介  (2)  ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/25 10:45
男⼦ ４００ｍＨ(0.914m) 242  松井　雄利  (1)  ﾏﾂｲ ﾕｳﾘ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 10:45

男⼦ ３０００ｍＳＣ 5511  ﾌｨﾚﾓﾝ ｷﾌﾟﾗｶﾞｯﾄ(1)  ﾌｨﾚﾓﾝ ｷﾌﾟﾗｶﾞｯﾄ 岡　山  倉敷高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1377  田頭　操真  (2)  ﾀｶﾞｼﾗ ｿｳﾏ 岡　山  流通経済大 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1108  山崎　達哉  (3)  ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 2113  平松　拓海  (1)  ﾋﾗﾏﾂ ﾀｸﾐ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1327  齋藤　勇太  (3)  ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 285  森田　雄貴  (3)  ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5480  井田　　春  (2)  ｲﾀﾞ ｼｭﾝ 岡　山  倉敷高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5019  岡野　　蓮  (3)  ｵｶﾉ ﾚﾝ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5476  山田　拓人  (2)  ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ 岡　山  倉敷高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 7793  吉村　俊哉  (3)  ﾖｼﾑﾗ ﾄｼﾔ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5479  八木　志樹  (2)  ﾔｷﾞ ﾓﾄｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5477  円　　健介  (2)  ﾂﾌﾞﾗｹﾝｽｹ 岡　山  倉敷高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 3443  木村　宣久  ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 3908  浅山　樹璃  ｱｻﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 岡　山  ⾃衛隊岡山 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5481  若林　陽大  (2)  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 岡　山  倉敷高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5474  宇都　駿介  (2)  ｳﾄ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  倉敷高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 679  武南　⾦太郎(2)  ﾀｹﾅﾐ ｷﾝﾀﾛｳ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1606  池畑　智幸  (2)  ｲｹﾊﾀ ﾄﾓﾕｷ 岡　山  岡山大 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1126  尾関　大成  (1)  ｵｾﾞｷ ﾀｲｾｲ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 3431  小郷　和希  ｵｺﾞｳ ｶｽﾞｷ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5478  井口　　駆  (2)  ｲｸﾞﾁ ｶｹﾙ 岡　山  倉敷高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 904  万代　一輝  (3)  ﾏﾝﾀﾞｲ ｶｽﾞｷ 岡　山  就実高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 7824  有富　大智  (2)  ｱﾘﾄﾐ ﾀﾞｲﾁ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 6812  ⿊田　充希  (3)  ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂｷ 岡　山  津山東高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 2228  佐々木　章太(1)  ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 110  藤井　信介  (3)  ﾌｼﾞｲ ｼﾝｽｹ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 477  ⻑岡　侑⾶  (2)  ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾋ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 7819  山崎　舜介  (2)  ﾔﾏｻｷ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 7984  吉川　哲夫  (1)  ｷｯｶﾜ ﾃﾂｵ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 7808  各務　雄登  (1)  ｶｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 7953  清⽔　佑輔  (2)  ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 301  森本　碧唯  (2)  ﾓﾘﾓﾄ ｱｵｲ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 689  堤　　玲仁  (1)  ﾂﾂﾐ ﾚｲﾄ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1180  桒原　大誠  (2)  ｸﾜﾊﾗ ﾀｲｾｲ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1595  遠藤　康太郎(3)  ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 岡　山  岡山大 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1577  大塚　友貴  (4)  ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 岡　山  岡山大 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1425  吉川　幸輝  (4)  ｷｯｶﾜ ｺｳｷ 岡　山  広島修道大 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1631  小幡　⾠哉  (4)  ｵﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 岡　山  岡山理科大 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5681  田所　聖梧  (2)  ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｮｳｺﾞ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5708  太田　裕貴  (2)  ｵｵﾀ ﾕｳｷ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1653  佐藤　　元  (2)  ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 5475  宍⼾　来嘉  (2)  ｼｼﾄﾞ ﾗｲｶ 岡　山  倉敷高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1861  三宅　和也  (2)  ﾐﾔｹ ｶｽﾞﾔ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 1926  清⽔　泰顕  (1)  ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｱｷ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/25 14:40
男⼦ ３０００ｍＳＣ 9016  森　遼太郎  (1)  ﾓﾘ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡　山  津山高専 2017/06/25 14:40

男⼦ ５０００ｍＷ 464  遠山　航平  (1)  ﾄｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ 岡　山  山梨学院大 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 402  三浦　　慧  (3)  ﾐｳﾗ ｻﾄｼ 岡　山  山梨学院大 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 1295  梶　　海斗  (2)  ｶｼﾞ ｶｲﾄ 岡　山  岡山商科大 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 5814  中田　悠斗  (1)  ﾅｶﾀ ﾕｳﾄ 岡　山  平成国際大 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 7961  峠本　龍慧  (2)  ﾀﾜﾓﾄ ﾘｭｳｴｲ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 7978  出射　匠哉  (3)  ｲﾃﾞｲ ﾀﾂﾔ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 7977  伊東　⾠也  (3)  ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 1161  神崎　和貴  (2)  ｶﾝｻﾞｷ ﾖｼｷ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 5672  上川　滉汰  (2)  ｳｴｶﾜ ｺｳﾀ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 2334  妹尾　優一郎(1)  ｾﾉｵ ﾕｳｲﾁﾛｳ 岡　山  美作大 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 5436  ⾕口　航介  (2)  ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 岡　山  倉敷翠松高 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 538  新山　凌平  (3)  ﾆｲﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 3297  柚木　友哉  (3)  ﾕﾉｷ ﾕｳﾔ 岡　山  横浜国⽴大 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 6431  船越　和馬  (3)  ﾌﾅｺｼ ｶｽﾞﾏ 岡　山  新⾒高 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 299  蜂⾕　　惇  (2)  ﾊﾁﾔ ｼﾞｭﾝ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 7987  依田　駿介  (1)  ﾖﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 13:15
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男⼦ ５０００ｍＷ 3105  和田　智⾏  ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 岡　山  岡山教員ｸﾗﾌﾞ 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 1587  當座　涼平  (4)  ﾄｳｻﾞ ﾘｮｳﾍｲ 岡　山  岡山大 2017/06/25 13:15
男⼦ ５０００ｍＷ 416  万波　尚樹  (2)  ﾏﾝﾅﾐ ﾅｵｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 13:15

男⼦ ４×１００ｍ  岡山ＡＣ 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  環太平洋大 学  連 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山商大附高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  玉野光南高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  川崎医療福祉大 学  連 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山大Ａ 学  連 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  ⾦光学園高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  倉敷工業高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  倉敷翠松高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山一宮高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  美作高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山商科大 学  連 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山東商業高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山大Ｂ 学  連 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山工業高Ａ 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  倉敷芸術科学大 学  連 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山城東高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  おかやま山陽高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  倉敷ＴＦＣ 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  ＯＵＦ 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  関⻄高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  就実高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山大安寺中等 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  Glory AC 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山工業高Ｂ 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山南高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  総社高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山龍⾕高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  吉備中 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  東岡山工業高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山市消防局 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山学芸館高Ａ 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  高梁城南高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  倉敷鷲羽高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  玉島商業高Ａ 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  和気閑⾕高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山後楽館高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山学芸館高Ｂ 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  香和中 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  味野中 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山大安寺中等Ｂ 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  邑久高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  倉敷古城池高 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  玉島商業高Ｂ 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  三菱⾃動⾞⽔島 岡　山 2017/06/24 16:35
男⼦ ４×１００ｍ  岡山南高Ｂ 岡　山 2017/06/24 16:35

男⼦ ４×４００ｍ  環太平洋大 学  連 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山ＡＣ（Ａ） 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山大 学  連 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  美作高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山城東高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山商大附高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  中京大 学  連 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  玉野光南高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  倉敷芸術科学大 学  連 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山東商業高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  倉敷工業高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山理科大 学  連 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山工業高Ａ 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  ＯＵＦ 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山南高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山大安寺中等 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山朝日高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山県⽴大 学  連 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  津山高専 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  関⻄高Ａ 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山学芸館高Ａ 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  川崎医療福祉大Ｂ 学  連 2017/06/25 15:30
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男⼦ ４×４００ｍ  川崎医療福祉大Ａ 学  連 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山工業高Ｂ 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  倉敷鷲羽高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山市消防局 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山ＡＣ（Ｃ） 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  玉島商業高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  東岡山工業高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  和気閑⾕高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  関⻄高Ｂ 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  高梁城南高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山学芸館高Ｂ 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山龍⾕高 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  岡山南高Ｂ 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  三菱⾃動⾞⽔島 岡　山 2017/06/25 15:30
男⼦ ４×４００ｍ  Glory AC 岡　山 2017/06/25 15:30

男⼦ 棒高跳 7955  小野　海斗  (2)  ｵﾉ ｶｲﾄ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 3971  藤尾　　悟  ﾌｼﾞｵ ｻﾄﾙ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 1162  中島　昌宣  (2)  ﾅｶｼﾏ ｱｷﾉﾘ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 1118  久葉　慎⽮  (3)  ｸﾊﾞ ｼﾝﾔ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 3776  小郷　勇太  ｵｺﾞｳ ﾕｳﾀ 岡　山  岡山市消防局 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 1652  堤　　喬平  (3)  ﾂﾂﾐ ｷｮｳﾍｲ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 3790  小林　秀匡  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾏｻ 岡　山  岡山商大ＡＣ 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 3452  中川　裕介  ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 9711  小崎　律稀  (3)  ｺｻﾞｷ ﾘﾂｷ 岡　山  総社ｳｨﾝｸﾞ 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 6223  所司　康雅  (1)  ｼｮｼ ﾔｽﾏｻ 岡　山  総社高 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 1132  二階堂　隼人(1)  ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 12:00
男⼦ 棒高跳 2601  出原　則弘  ｲﾃﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋﾛ 岡　山  岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ 2017/06/25 12:00

男⼦ 走高跳 1287  廣田　勇一  (3)  ﾋﾛﾀ ﾕｳｲﾁ 岡　山  岡山商科大 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 1603  ⼥⿅田　匠  (3)  ﾒｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡　山  岡山大 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 1288  奥田　昌樹  (2)  ｵｸﾀﾞ ﾏｻｷ 岡　山  岡山商科大 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 420  梶⾕　　禎  (4)  ｶｼﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ 岡　山  大阪体育大 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 530  牧村　尚磨  (3)  ﾏｷﾑﾗ ｼｮｳﾏ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 1102  藤本　朋希  (3)  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 3873  田邉　直也  ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 岡　山  倉敷市役所 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 533  板野　　賢  (3)  ｲﾀﾉ ｻﾄﾙ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 537  森　　温起  (3)  ﾓﾘ ﾊﾙｷ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 1107  藤原　宏太  (3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 905  犬飼　海斗  (3)  ｲﾇｶｲ ｶｲﾄ 岡　山  就実高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 546  高橋　　諄  (2)  ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 1685  藤井　⻯⽮  (3)  ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ 岡　山  広島経済大 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 3939  森川　　剛  ﾓﾘｶﾜ ｺﾞｳ 岡　山  ＩＰＵＡＣ 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 5707  ⻑嶋　龍弥  (2)  ﾏｶﾞｼﾏ ﾘｭｳﾔ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 1127  筒井　慈⻁  (1)  ﾂﾂｲ ｼｹﾞﾄﾗ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 6274  茅原　翔太  (3)  ｶﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 岡　山  高梁城南高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 6563  大⻄　達也  (3)  ｵｵﾆｼ ﾀﾂﾔ 岡　山  津山高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 5042  桐畑　創一  (1)  ｷﾘﾊﾀ ｿｳｲﾁ 岡　山  倉敷南高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 574  山崎　琢心  (2)  ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 3144  横田　康央  ﾖｺﾀ ﾔｽﾋﾛ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 2309  藤川　英道  (1)  ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾃﾞﾐﾁ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 2040  平野　隆也  (2)  ﾋﾗﾉ ﾘｭｳﾔ 岡　山  岡山大 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 303  村松　健生  (2)  ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｾｲ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 6282  藤森　亜輝  (2)  ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷ 岡　山  高梁城南高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 6213  佐藤　⼗蔵  (2)  ｻﾄｳ ｼﾞｭｳｿﾞｳ 岡　山  総社高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 548  太田　日向  (2)  ｵｵﾀ ﾋｭｳｶﾞ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 1879  流尾　泰司  (1)  ﾅｶﾞﾚｵ ﾀｲｼﾞ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 3980  山本　悠登  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 6049  三宅　脩人  (1)  ﾐﾔｹ ﾅｵﾄ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 11:00
男⼦ 走高跳 502  星野　　陸  (1)  ﾎｼﾉ ﾘｸ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 11:00

男⼦ 走幅跳 951  小口　　伸 (M1)  ｺｸﾞﾁ ｼﾝ 岡　山  大阪大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 3661  松田　和弥  ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 3670  大枝　優介  ｵｵｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 2102  三宅　諒享  (1)  ﾐﾔｹ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 481  阿曽　彩登  (2)  ｱｿ ｱﾔﾄ 岡　山  中京大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 536  ⻑⾕川　魁星(3)  ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲｾｲ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 550  寺町　達也  (2)  ﾃﾗﾏﾁ ﾀﾂﾔ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 3802  小林　祐介  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 岡　山  Glory AC 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 6427  池田　悠人  (3)  ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 岡　山  新⾒高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 8929  山崎　友哉  (2)  ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 岡　山  福岡大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 3464  溝邊　　悟  ﾐｿﾞﾍﾞ ｻﾄﾙ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5664  ⾕野　光琉  (2)  ﾀﾆﾉ ﾋｶﾙ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 09:30
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ 走幅跳 2048  瀬⼾川　将章(1)  ｾﾄｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ 岡　山  岡山大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5682  六原　侑哉  (2)  ﾛｸﾊﾗ ﾕｳﾔ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 3977  中澤　智成  ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1282  藤原　琳久  (2)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸ 岡　山  岡山商科大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 877  大⻲　詩門  (1)  ｵｵｶﾒ ｼﾓﾝ 岡　山  就実高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 3804  河田　龍弥  ｶﾜﾀ ﾀﾂﾔ 岡　山  Glory AC 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1333  平野　智己  (2)  ﾋﾗﾉ ﾄﾓｷ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 2450  寺町　和也  (1)  ﾃﾗﾏﾁ ｶｽﾞﾔ 岡　山  大阪体育大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1608  岩井　宏樹  (2)  ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 岡　山  岡山大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 3973  田口　世成  ﾀｸﾞﾁ ｾﾅ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 9692  上山　　孟  ｳｴﾔﾏ ﾀｹﾙ 岡　山  美作ＴＦＣ 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5679  仁平　優宙  (1)  ﾆﾍｲ ﾕｳ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 545  塩⾒　健人  (2)  ｼｵﾐ ｹﾝﾄ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5283  中田　龍馬  (2)  ﾅｶﾀﾞ ﾀﾂﾏ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1873  飯田　隼人  (1)  ｲｲﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 541  梶原　啓叶  (2)  ｶｼﾞﾊﾗ ﾋﾛﾄ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 3975  兵江　巧己  ﾋｮｳｴ ﾀｸﾐ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5709  遠藤　浩樹  (2)  ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 63  齋藤　　啓  (1)  ｻｲﾄｳ ｹｲ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1179  ⾚木　隆二  (2)  ｱｶｷﾞ ﾘｭｳｼﾞ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1590  福田　航希  (4)  ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 岡　山  岡山大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 523  乙倉　一真  (1)  ｵﾄｸﾗ ｶｽﾞﾏ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1626  末道　洸希  (2)  ｽｴﾐﾁ ｺｳｷ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 3249  末石　有人  ｽｴｲｼ ﾕｳﾄ 岡　山  旭化成⽔島 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 9340  下河　英右  ｼﾓｶﾜ ｴｲｽｹ 岡　山  岡山陸協 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 9629  竹⾕　幸希也(1)  ﾀｹﾀﾆ ﾕｷﾔ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 879  岸　麟太朗  (1)  ｷｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 岡　山  就実高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 6112  ⽔野　颯人  (1)  ﾐｽﾞﾉ ﾊﾔﾄ 岡　山  高松農業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1841  難波　朋久  (3)  ﾅﾝﾊﾞ ﾄﾓﾋｻ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 6895  石原　　蓮  (1)  ｲｼﾊﾗ ﾚﾝ 岡　山  美作高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1507  ⼾田　天聖  (3)  ﾄﾀﾞ ﾃﾝｾｲ 岡　山  和気閑⾕高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 3455  片山　佳祐  ｶﾀﾔﾏ ｹｲｽｹ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 558  時實　拓紀  (2)  ﾄｷｻﾞﾈ ﾋﾛｷ 岡　山  九州工業大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 6820  下村　龍成  (3)  ｼﾓﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 岡　山  津山東高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 6282  藤森　亜輝  (2)  ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷ 岡　山  高梁城南高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1184  松永　桂輔  (2)  ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1107  藤原　宏太  (3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 64  佐々木　統也(1)  ｻｻｷ ﾄｳﾔ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 2229  塩⾒　隼⽮  (1)  ｼｵﾐ ｼｭﾝﾔ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 871  藤原　幹太  (2)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ 岡　山  就実高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1244  ⻄中　尚輝  (1)  ﾆｼﾅｶ ﾅｵｷ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 9693  田村　奨太  ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 岡　山  美作ＴＦＣ 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 525  ⻑⾕川　昂洋(1)  ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾖｳ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1579  小畑　友也  (4)  ｵﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 岡　山  岡山大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1501  廣瀬　永和  (2)  ﾋﾛｾ ﾄﾜ 岡　山  和気閑⾕高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 9012  廣野　圭吾  (3)  ﾋﾛﾉ ｹｲｺﾞ 岡　山  津山高専 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 672  築山　光貴  (3)  ﾂｷﾔﾏ ｺｳｷ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 8188  名木田　俊  (2)  ﾅｷﾞﾀ ｼｭﾝ 岡　山  岡山高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 7732  武本　大和  (1)  ﾀｹﾓﾄ ﾔﾏﾄ 岡　山  総社南高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 107  高畠　大和  (3)  ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾔﾏﾄ 岡　山  市操山中 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 183  山下　輝 (H1)  ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1882  山村　匠史  (1)  ﾔﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5712  桃⾕　勇成  (1)  ﾓﾓﾀﾆ ﾕｳｾｲ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 181  ⾕川　健太 (H1)  ﾀﾆｶﾜ ｹﾝﾀ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 572  筒塩　⻁良  (2)  ﾂﾂｼｵ ﾄﾗ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5106  木村　誠吾  (2)  ｷﾑﾗ ｾｲｺﾞ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 9089  岡田　　匠  (1)  ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡　山  岡山後楽館高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 6063  鳩場　　翔  (2)  ﾊﾄﾊﾞ ｼｮｳ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 6114  中村　唯人  (1)  ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ 岡　山  高松農業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 6559  小郷　瑞貴  (1)  ｵｺﾞｳ ﾐｽﾞｷ 岡　山  津山高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 6564  小林　拓翔  (2)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 岡　山  津山高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 7956  清⽔　大輔  (2)  ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5118  桑本　　駿  (1)  ｸﾜﾓﾄ ｼｭﾝ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5812  三宅　龍⾶  (1)  ﾐﾔｹ ﾘｭｳﾋ 岡　山  笠岡工業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 503  皿井　祥太  (1)  ｻﾗｲ ｼｮｳﾀ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 878  阿曽　真登  (1)  ｱｿ ﾏﾅﾄ 岡　山  就実高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 6044  檀浦　雅都  (1)  ﾀﾞﾝｳﾗ ﾏｻﾄ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1291  柾岡　朋樹  (1)  ﾏｻｵｶ ﾄﾓｷ 岡　山  創志学園高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 905  犬飼　海斗  (3)  ｲﾇｶｲ ｶｲﾄ 岡　山  就実高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 110  宮⻄　耕平  (3)  ﾐﾔﾆｼ ｺｳﾍｲ 岡　山  市操山中 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5803  塩出　翔平  (1)  ｼｵﾃﾞ ｼｮｳﾍｲ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 5819  正木　大登  (1)  ﾏｻｷ ﾋﾛﾄ 岡　山  笠岡工業高 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 1874  平川　　柾  (1)  ﾋﾗｶﾜ ﾏｻｷ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/25 09:30
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ 走幅跳 4877  倉本　龍也  (4)  ｸﾗﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 岡　山  日本大 2017/06/25 09:30
男⼦ 走幅跳 9836  武本　雅富  ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾄﾐ 岡　山  Ｇｌｏｂｅ 2017/06/25 09:30

男⼦ 三段跳 391  大枝　巧弥  (4)  ｵｵｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡　山  中京大 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 240  佐々木　拓海(2)  ｻｻｷ ﾀｸﾐ 岡　山  東海大 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 5007  坂本　大晟  (3)  ｻｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 岡　山  倉敷南高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 1608  岩井　宏樹  (2)  ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 3973  田口　世成  ﾀｸﾞﾁ ｾﾅ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 3977  中澤　智成  ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 534  高田　照久  (3)  ﾀｶﾀﾞ ﾃﾙﾋｻ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 1980  貝原　　陽  (1)  ｶｲﾊﾗ ﾖｳ 岡　山  岡山商科大 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 3805  高祖　大地  ｺｳｿ ﾀﾞｲﾁ 岡　山  Glory AC 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 6903  上山　　侑  (3)  ｳｴﾔﾏ ﾀｽｸ 岡　山  美作高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 552  吉本　航祐  (2)  ﾖｼﾓﾄ ｺｳｽｹ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 3659  佐武　　学  ｻﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 63  齋藤　　啓  (1)  ｻｲﾄｳ ｹｲ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 5682  六原　侑哉  (2)  ﾛｸﾊﾗ ﾕｳﾔ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 5431  大森　和馬  (2)  ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 岡　山  倉敷翠松高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 3975  兵江　巧己  ﾋｮｳｴ ﾀｸﾐ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 5430  内海　燎介  (2)  ｳﾂﾐ ﾘｮｳｽｹ 岡　山  倉敷翠松高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 553  近友　敦彦  (2)  ﾁｶﾄﾓ ｱﾂﾋｺ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 6132  能海　　翔  (3)  ﾉｳﾐ ｶｹﾙ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 9070  城⼾　　豊  (3)  ｷﾄﾞ ﾕﾀｶ 岡　山  岡山後楽館高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 1184  松永　桂輔  (2)  ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 1651  鈴木　　遼  (3)  ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 2178  友杉　幸輝  (1)  ﾄﾓｽｷﾞ ｺｳｷ 岡　山  香川大 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 545  塩⾒　健人  (2)  ｼｵﾐ ｹﾝﾄ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 9378  島山　慎平  ｼﾏﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 岡　山  岡山陸協 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 6909  本間　悠希  (2)  ﾎﾝﾏ ﾕｳｷ 岡　山  美作高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 193  山部　靖治  (2)  ﾔﾏﾍﾞ ﾔｽﾊﾙ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 1579  小畑　友也  (4)  ｵﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 岡　山  岡山大 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 871  藤原　幹太  (2)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ 岡　山  就実高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 1162  中島　昌宣  (2)  ﾅｶｼﾏ ｱｷﾉﾘ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 9012  廣野　圭吾  (3)  ﾋﾛﾉ ｹｲｺﾞ 岡　山  津山高専 2017/06/24 14:30
男⼦ 三段跳 1501  廣瀬　永和  (2)  ﾋﾛｾ ﾄﾜ 岡　山  和気閑⾕高 2017/06/24 14:30

男⼦ 砲丸投(7.260kg) 3715  光永　知己  ﾐﾂﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ 岡　山  team龍⻁ 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 1591  宮川　慶太  (4)  ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲﾀ 岡　山  岡山大 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 1983  吉本　瑞季  (1)  ﾖｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 岡　山  岡山商科大 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 1600  坪井　涼平  (3)  ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 岡　山  岡山大 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 3018  崎本　和忠  ｻｷﾓﾄ ｶｽﾞﾀﾀﾞ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 1581  神田　佳希  (4)  ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 2022  万治　秀明  (1)  ﾏﾝｼﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 3716  高祖　　樹  ｺｳｿ ﾀﾂｷ 岡　山  team龍⻁ 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 1335  柾岡　真太朗(2)  ﾏｻｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 1974  笠原　彩翔  (1)  ｶｻﾊﾗ ｲﾛﾊ 岡　山  岡山商科大 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 3459  犬飼　邦明  ｲﾇｶｲ ｸﾆｱｷ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 205  藤原　佑斗  (3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 7937  岡本　直将  (3)  ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾏｻ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 7967  田中　僚一  (2)  ﾀﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 1986  田中　　樹  (2)  ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 6046  藤井　嶺央  (3)  ﾌｼﾞｲ ﾚｵ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 220  海⽼沢　優  (1)  ｴﾋﾞｻﾜ ﾕｳ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 245  福田　翔大  (1)  ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 923  川田　　凌  (2)  ｶﾜﾀ ﾘｮｳ 岡　山  明誠学院高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 1923  近藤　龍彦  (1)  ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾋｺ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 1283  山岡　　佑  (3)  ﾔﾏｵｶ ﾕｳ 岡　山  創志学園高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 5107  多田　慶次郎(2)  ﾀﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 5814  原田　亮太  (1)  ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 岡　山  笠岡工業高 2017/06/24 09:30
男⼦ 砲丸投(7.260kg) 3979  森田　孝嗣  ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/24 09:30

男⼦ 円盤投(2.000kg) 3936  宮本　晃貴  ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 岡　山  ＩＰＵＡＣ 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 1530  村上　　耀  (4)  ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾗ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 3719  高原　得典  ﾀｶﾊﾗ ﾄｸﾉﾘ 岡　山  team龍⻁ 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 3018  崎本　和忠  ｻｷﾓﾄ ｶｽﾞﾀﾀﾞ 岡　山  三菱⾃動⾞⽔島 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 1600  坪井　涼平  (3)  ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 岡　山  岡山大 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 1533  大原　大亮  (3)  ｵｵﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 2103  田村　基暉  (1)  ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 1335  柾岡　真太朗(2)  ﾏｻｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 1974  笠原　彩翔  (1)  ｶｻﾊﾗ ｲﾛﾊ 岡　山  岡山商科大 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 3141  中⻄　健太  ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾀ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 3136  三井　一輝  ﾐｲ ｶｽﾞｷ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 1640  葛⻄　凌也  (2)  ｶｻｲ ﾘｮｳﾔ 岡　山  岡山理科大 2017/06/25 11:30
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男⼦ 円盤投(2.000kg) 1704  廣田　皓大  (2)  ﾋﾛﾀ ｺｳﾀﾞｲ 岡　山  広島経済大 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 7945  前田　瑞輝  (3)  ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 858  ⽔⾕　勇斗  (2)  ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 岡　山  就実高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 6824  森田　気吹  (3)  ﾓﾘﾀ ｲﾌﾞｷ 岡　山  津山東高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 1986  田中　　樹  (2)  ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 岡　山  倉敷天城高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 6046  藤井　嶺央  (3)  ﾌｼﾞｲ ﾚｵ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 211  平井　大喜  (2)  ﾋﾗｲ ﾀﾞｲｷ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 205  藤原　佑斗  (3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 5687  土倉　優介  (2)  ﾄｸﾗ ﾕｳｽｹ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 9485  竹内　優提  ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 岡　山  岡山陸協 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 5542  ⾦田　拓己  (2)  ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 岡　山  玉島高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 7967  田中　僚一  (2)  ﾀﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 5277  廣田　　空  (3)  ﾋﾛﾀ ｸｳ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 692  高原　大聖  (3)  ﾀｶﾊﾗ ﾀｲｾｲ 岡　山  倉敷北中 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 682  髙辻　拳士郎(2)  ﾀｶﾂｼﾞ ｹﾝｼﾛｳ 岡　山  関⻄高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 1506  石田　幸太郎(3)  ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 岡　山  和気閑⾕高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 5292  原　　孝輔  (1)  ﾊﾗ ｺｳｽｹ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/25 11:30
男⼦ 円盤投(2.000kg) 3716  高祖　　樹  ｺｳｿ ﾀﾂｷ 岡　山  team龍⻁ 2017/06/25 11:30

男⼦ ハンマー投(7.260kg) 3652  土井田　匡徳  ﾄﾞｲﾀ ﾏｻﾉﾘ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 1664  田中　義也 (M2)  ﾀﾅｶ ﾖｼﾅﾘ 岡　山  筑波大 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 715  問田　和雅  (1)  ﾄｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 岡　山  福岡大 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 247  奥山　舜貴  (3)  ｵｸﾔﾏ ﾐﾂｷ 岡　山  九州共⽴大 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 1417  ⻑野　海都  (1)  ﾅｶﾞﾉ ｶｲﾄ 岡　山  徳山大 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 3872  片岡　俊介  ｶﾀｵｶ ｼｭﾝｽｹ 岡　山  倉敷市役所 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 4762  森　　輝⻯  (4)  ﾓﾘ ｷﾘｭｳ 岡　山  高崎経済大 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 228  若狭　悠佑  (2)  ﾜｶｻ ﾕｳｽｹ 岡　山  ⽴命館大 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 1983  吉本　瑞季  (1)  ﾖｼﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 岡　山  岡山商科大 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 1543  佐々木　直宏(2)  ｻｻｷ ﾅｵﾋﾛ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 3666  中川　拓也  ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 1601  能勢　瑛士  (3)  ﾉｾ ｴｲｼﾞ 岡　山  岡山大 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 591  石原　直晃  (3)  ｲｼﾊﾗ ﾅｵｱｷ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 483  渡部　翔太  (2)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 13:30
男⼦ ハンマー投(7.260kg) 573  永原　優太  (2)  ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/25 13:30

男⼦ やり投 1541  古閑　隼人  (2)  ｺｶﾞ ﾊﾔﾄ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1580  影山　大恩  (4)  ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 岡　山  岡山大 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1546  森　　義政  (2)  ﾓﾘ ﾖｼﾏｻ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1270  田平　　守  (3)  ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡　山  岡山商科大 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1064  藤井　駿匡  (1)  ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾏｻ 岡　山  福岡大 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 3789  岡本　　圭  ｵｶﾓﾄ ｹｲ 岡　山  岡山商大ＡＣ 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1506  石田　幸太郎(3)  ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 岡　山  和気閑⾕高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 3474  土屋　壮太郎  ﾂﾁﾔ ｿｳﾀﾛｳ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1621  坂本　裕太  (5)  ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 岡　山  岡山県⽴大 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1540  神田　裕之  (2)  ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1617  藤森　信昭  (2)  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉﾌﾞｱｷ 岡　山  岡山大 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 3972  田澤　良幸  ﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 岡　山  ＥＮＥＯＳ 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1381  角⾕　大輔  (3)  ｽﾐﾔ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山  ⻄大寺高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 858  ⽔⾕　勇斗  (2)  ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 岡　山  就実高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 3666  中川　拓也  ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 3136  三井　一輝  ﾐｲ ｶｽﾞｷ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 3667  ⾦石　　怜  ｶﾈｲｼ ﾚﾝ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1283  山岡　　佑  (3)  ﾔﾏｵｶ ﾕｳ 岡　山  創志学園高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 3458  川田　洋太  ｶﾜﾀ ﾖｳﾀ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 5663  大島　徹也  (2)  ｵｵｼﾏ ﾃﾂﾔ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 5680  土屋　健太郎(1)  ﾂﾁﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 6813  兼本　玲唯  (3)  ｶﾈﾓﾄ ﾚｲ 岡　山  津山東高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 6815  葛⻄　陸斗  (3)  ｶｻｲ ﾘｸﾄ 岡　山  津山東高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 6791  内田　圭祐  (2)  ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 岡　山  津山東高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 6647  中田　優雅  (3)  ﾅｶﾀ ﾕｳｶﾞ 岡　山  津山商業高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 6562  春名　大地  (3)  ﾊﾙﾅ ﾀﾞｲﾁ 岡　山  津山高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 7990  大隅　太晴  (1)  ｵｵｽﾐ ﾀｲｾｲ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 6081  吉田　　豊  (2)  ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 479  深元　陽介  (2)  ﾌｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 176  竹本　龍⽮ (H2)  ﾁｸﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1642  今井　大介  (2)  ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 岡　山  岡山理科大 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 1502  高取　春翔  (2)  ﾀｶﾄﾘ ｼｭﾝﾄ 岡　山  和気閑⾕高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 7942  岡﨑　誉也  (3)  ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾔ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 3671  高⾕　一樹  ﾀｶﾔ ｶｽﾞｷ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 6043  原田　誠也  (1)  ﾊﾗﾀﾞｾｲﾔ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 6661  今石　拓也  (1)  ｲﾏｲｼ ﾀｸﾔ 岡　山  津山商業高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 6116  錦織　　隼  (1)  ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 16:30
男⼦ やり投 6113  木内　瑛祐  (1)  ｷﾅｲ ｴｲｽｹ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 16:30
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
男⼦ やり投 6730  岩清⽔　歩夢(2)  ｲﾜｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ 岡　山  津山工業高 2017/06/24 16:30

男⼦ ⼗種競技 1270  田平　　守  (3)  ﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 岡　山  岡山商科大 2017/06/23 13:10
男⼦ ⼗種競技 3781  古川　勝博  ﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 岡　山  岡山商大ＡＣ 2017/06/23 13:10
男⼦ ⼗種競技 1981  柚木　海人  (1)  ﾕﾉｷ ｶｲﾄ 岡　山  岡山商科大 2017/06/23 13:10
男⼦ ⼗種競技 7966  武久　　翔  (2)  ﾀｹﾋｻ ｼｮｳ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/23 13:10
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
⼥⼦ １００ｍ 565  三宅　真理奈(2)  ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ 岡　山  甲南大 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1767  平井　⾥歩  (1)  ﾋﾗｲ ﾘﾎ 岡　山  ⿅屋体育大 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 849  根木　彩華  (3)  ﾈｷ ｻﾔｶ 岡　山  就実高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 400  末石　和莉  (1)  ｽｴｲｼ ｱｲﾘ 岡　山  武庫川⼥⼦大 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 370  安定　紗也香(3)  ｱﾝｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1335  本原　朱莉  (1)  ﾓﾄﾊﾗ ｱｶﾘ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 525  兼高　心愛  (2)  ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ 岡　山  倉敷南中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9534  ⻄中川　莉央(3)  ﾆｼﾅｶｶﾞﾜ ﾘｵ 岡　山  さくら走練 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 243  楢﨑　理海  (1)  ﾅﾗｻｷ ｻﾄﾐ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1148  ⽔野　真冴  (1)  ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1113  國塩　⾥奈  (3)  ｸﾆｼｵ ﾘﾅ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 101  藤田　英⾥  (1)  ﾌｼﾞﾀ ｴﾘ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 7804  有森　蘭乃  (2)  ｱﾘﾓﾘ ﾗﾝﾉ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9634  梅澤　⾥歩  (2)  ｳﾒｻﾞﾜ ﾘﾎ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 373  岡部　玲美  (2)  ｵｶﾍﾞ ﾚﾐ 岡　山  武庫川⼥⼦大 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 555  岸根　三嬉  (2)  ｷｼﾈ ﾐﾂｷ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6211  石井　愛実  (2)  ｲｼｲ ﾏﾅﾐ 岡　山  総社高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1178  藤原　早菜  (2)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 41  山岡　真紗希(2)  ﾔﾏｵｶ ﾏｻｷ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 7818  河合　真歩  (2)  ｶﾜｲ ﾏﾎ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6902  上原　奈穂  (2)  ｳｴﾊﾗ ﾅﾎ 岡　山  美作高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6894  中川　愛梨  (2)  ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲﾘ 岡　山  美作高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 382  大川　菜緒  (2)  ｵｵｶﾜ ﾅｵ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1205  ⼾部　友理  (2)  ﾄﾍﾞ ﾕﾘ 岡　山  岡山大 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 2518  犬飼　桃菜  (2)  ｲﾇｶｲ ﾓﾓﾅ 岡　山  吉備中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 7795  今津　千尋  (3)  ｲﾏﾂﾞ ﾁﾋﾛ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9638  原　佳奈穂  (3)  ﾊﾗ ｶﾅﾎ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 3389  河合　菜緒  ｶﾜｲ ﾅｵ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 438  今⻄　春香  (1)  ｲﾏﾆｼ ﾊﾙｶ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1149  藤原　華乃  (1)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9619  白神　綾乃  (2)  ｼﾗｶﾞﾐ ｱﾔﾉ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 882  苫田　紗歩  (1)  ﾄﾏﾀﾞ ｻﾎ 岡　山  就実高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9536  橋目　咲季  (2)  ﾊｼﾒ ｻｷ 岡　山  さくら走練 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 391  井田　侑希  (1)  ｲﾀﾞ ﾕｳｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5714  鷲田　和音  (2)  ﾜｼﾀﾞ ｶｽﾞﾈ 岡　山  おかやま山陽高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1307  頓宮　未空  (2)  ﾄﾝｸﾞｳ ﾐｸ 岡　山  吉備中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 3433  加藤　⼣奈  ｶﾄｳ ﾕﾅ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 989  四方　美由紀(3)  ｼｶﾀ ﾐﾕｷ 岡　山  津山⻄中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6905  葛原　悠理  (1)  ｸｽﾞﾊﾗ ﾕﾘ 岡　山  美作高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6589  福島　奈実  (3)  ﾌｸｼﾏ ﾅﾐ 岡　山  津山高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 884  桑原　美奈  (1)  ｸﾜﾊﾗ ﾐﾅ 岡　山  就実高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1245  齋藤　祐香  (2)  ｻｲﾄｳ ﾕｶ 岡　山  吉備国際大 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1204  ⿎　葉留香  (2)  ﾂﾂﾞﾐ ﾊﾙｶ 岡　山  岡山大 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 899  加古　菜の葉(3)  ｶｺ ﾅﾉﾊ 岡　山  就実高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5206  阿部　香音  (2)  ｱﾍﾞ ｶﾉﾝ 岡　山  倉敷商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 7755  河上　　葵  (2)  ｶﾜｶﾐ ｱｵｲ 岡　山  総社南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5529  清⽔　佑南  (3)  ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾅ 岡　山  玉島高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5799  ⾦森　愛梨  (2)  ｶﾅﾓﾘ ｱｲﾘ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 625  森本　光智  (2)  ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻﾄ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9533  徐　　伶奈  (2)  ｼﾞｮ ﾚｲﾅ 岡　山  さくら走練 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 398  實盛　鈴菜  (2)  ｼﾞﾂﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1287  福本　華花  (1)  ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｶ 岡　山  創志学園高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 7827  森　　風薫  (2)  ﾓﾘ ﾌｳｶ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 863  北山　由佳  (2)  ｷﾀﾔﾏ ﾕｶ 岡　山  就実高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6136  守安　愛梨  (3)  ﾓﾘﾔｽ ｱｲﾘ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 399  ⻄角　美咲  (2)  ﾆｼｶﾄﾞ ﾐｻｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9608  杉野　綾香  (3)  ｽｷﾞﾉ ｱﾔｶ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 626  山﨑　明日香(2)  ﾔﾏｻｷ ｱｽｶ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 7805  富田　真由  (1)  ﾄﾐﾀ ﾏﾕ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9612  ⻄江　真菜  (1)  ﾆｼｴ ﾏﾅ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6576  秋山　倭伽奈(1)  ｱｷﾔﾏ ﾜｶﾅ 岡　山  津山高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9538  ⾦光　沙⽉  (1)  ｶﾅﾐﾂ ｻﾂｷ 岡　山  さくら走練 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1309  髙杉　桃⼦  (1)  ﾀｶｽｷﾞ ﾓﾓｺ 岡　山  ＮＤ清心⼥⼦大 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 2519  石田　佳澄  (2)  ｲｼﾀﾞ ｶｽﾐ 岡　山  吉備中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5205  元林　咲耶  (2)  ﾓﾄﾊﾞﾔｼ ｻﾔ 岡　山  倉敷商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9535  ⾦久　　愛  (2)  ｶﾈﾋｻ ｱｲ 岡　山  さくら走練 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 845  寺岡　ひな  (3)  ﾃﾗｵｶ ﾋﾅ 岡　山  就実高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 400  安井　友⾥  (1)  ﾔｽｲ ﾕﾘ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9537  田淵　日菜⼦(2)  ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾅｺ 岡　山  さくら走練 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1312  板野　茉央  (3)  ｲﾀﾉ ﾏｵ 岡　山  吉備中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6923  藤本　理沙  (3)  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｻ 岡　山  美作高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6101  中田　朋花  (2)  ﾅｶﾀ ﾄﾓｶ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6555  日原　　悠  (2)  ﾋﾊﾗ ﾊﾙｶ 岡　山  津山高 2017/06/24 09:40
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⼥⼦ １００ｍ 988  宇那木　咲希(3)  ｳﾅｷﾞ ｻｷ 岡　山  津山⻄中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9635  安富　友菜  (2)  ﾔｽﾄﾐ ﾕｳﾅ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 587  豊崎　陽夏乃(2)  ﾄﾖｻｷ ﾋﾅﾉ 岡　山  倉敷福田中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 2517  有汲　颯妃  (2)  ｱﾘｸﾐ ｻﾂｷ 岡　山  吉備中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9633  遠藤　実祐  (2)  ﾜﾀﾞ ｱｽｶ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 889  大山　珠穂  (1)  ｵｵﾔﾏ ｼｭﾎ 岡　山  就実高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 411  浅野　佑⾐  (2)  ｱｻﾉ ﾕｲ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6138  坂手　真央  (3)  ｻｶﾃ ﾏｵ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 7828  猿渡　桃⼦  (2)  ｻﾙﾜﾀﾘ ﾓﾓｺ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9609  小坂　日菜乃(3)  ｺｻｶ ﾋﾅﾉ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 591  半田　晏⼦  (2)  ﾊﾝﾀﾞ ｱｺ 岡　山  倉敷福田中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5596  井上　侑南  (1)  ｲﾉｳｴ ﾕｳﾅ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 584  中桐　佳⼦  (3)  ﾅｶｷﾞﾘ ﾖｼｺ 岡　山  倉敷福田中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 7739  神田　渚紗  (1)  ｶﾝﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 岡　山  総社南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1868  鶴海　ももこ(2)  ﾂﾙﾐ ﾓﾓｺ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 885  丸山　稚菜  (1)  ﾏﾙﾔﾏ ﾜｶﾅ 岡　山  就実高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 114  庄司　奈津⼦(1)  ｼｮｳｼﾞ ﾅﾂｺ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6659  山口　万⾥奈(1)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 岡　山  津山商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5673  江原　雛⼦  (1)  ｴﾊﾗ ﾋﾅｺ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1799  安富　　彩  (1)  ﾔｽﾄﾐ ｻﾔｶ 岡　山  岡山白陵高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5798  奥山　美⽉  (2)  ｵｸﾔﾏ ﾙﾅ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5585  武　亜弥乃  (2)  ﾀｹ ｱﾔﾉ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6064  藤原　三佐⾐(3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｻｷ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 2653  小林　由依  (2)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 岡　山  清秀中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9605  竹⾕　香々名(1)  ﾀｹﾀﾆ ｺｺﾅ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 9532  奥山　琴未  (1)  ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 岡　山  さくら走練 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1824  冨岡　⾥菜⼦(1)  ﾄﾐｵｶ ﾘﾅｺ 岡　山  桜が丘中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1887  安田　奈緒  (2)  ﾔｽﾀﾞ ﾅｵ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 589  大上　湖南  (2)  ｵｵｳｴ ｺﾅﾐ 岡　山  倉敷福田中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 6658  松本　亜⺒  (1)  ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 岡　山  津山商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1456  山本　優花  (1)  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 岡　山  邑久高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 588  鏡山　葉那  (2)  ｶｶﾞﾐﾔﾏ ﾊﾅ 岡　山  倉敷福田中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 594  朝川　紗羽  (2)  ｱｻｶﾜ ｽｽﾞﾊ 岡　山  倉敷福田中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1825  山下　芽愛  (3)  ﾔﾏｼﾀ ﾒｱ 岡　山  桜が丘中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1814  東山　　愛  (2)  ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 岡　山  桜が丘中 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1792  田和　風香  (1)  ﾀﾜ ﾌｳｶ 岡　山  岡山白陵高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 1455  清⽔　絵梨香(1)  ｼﾐｽﾞ ｴﾘｶ 岡　山  邑久高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 496  ⾚木　真悠  (1)  ｱｶｷﾞ ﾏﾕ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 495  児⼦　綾香  (1)  ﾆｺﾞ ｱﾔｶ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 494  ⿊木　恵理  (1)  ｸﾛｷ ｴﾘ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5805  山部　　杏  (1)  ﾔﾏﾍﾞ ｱﾝ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 5808  河田　美優  (1)  ｶﾜﾀ ﾐﾕ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 498  樽井　美瑞希(1)  ﾀﾙｲ ﾐｽﾞｷ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 497  神崎　絢加  (1)  ｶﾝｻﾞｷ ｱﾔｶ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 7738  田口　亜弥  (1)  ﾀｸﾞﾁ ｱﾔ 岡　山  総社南高 2017/06/24 09:40
⼥⼦ １００ｍ 7018  則本　華鈴  (1)  ﾉﾘﾓﾄ ｶﾘﾝ 岡　山  林野高 2017/06/24 09:40

⼥⼦ ２００ｍ 101  藤田　英⾥  (1)  ﾌｼﾞﾀ ｴﾘ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 849  根木　彩華  (3)  ﾈｷ ｻﾔｶ 岡　山  就実高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 525  兼高　心愛  (2)  ｶﾈﾀｶ ｺｺｱ 岡　山  倉敷南中 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 373  岡部　玲美  (2)  ｵｶﾍﾞ ﾚﾐ 岡　山  武庫川⼥⼦大 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9534  ⻄中川　莉央(3)  ﾆｼﾅｶｶﾞﾜ ﾘｵ 岡　山  さくら走練 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 462  安定　恵理香(3)  ｱﾝｼﾞｮｳ ｴﾘｶ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 7818  河合　真歩  (2)  ｶﾜｲ ﾏﾎ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 1113  國塩　⾥奈  (3)  ｸﾆｼｵ ﾘﾅ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 1178  藤原　早菜  (2)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 437  頓宮　七海  (1)  ﾄﾝｸﾞｳ ﾅﾅﾐ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 377  川崎　夏穂  (2)  ｶﾜｻｷ ｶﾎ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9638  原　佳奈穂  (3)  ﾊﾗ ｶﾅﾎ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 6211  石井　愛実  (2)  ｲｼｲ ﾏﾅﾐ 岡　山  総社高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 555  岸根　三嬉  (2)  ｷｼﾈ ﾐﾂｷ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9634  梅澤　⾥歩  (2)  ｳﾒｻﾞﾜ ﾘﾎ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 118  澄川　芽久  (2)  ｽﾐｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 1200  徳原　真奈美(3)  ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 岡　山  岡山大 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 3425  石原　果歩  ｲｼﾊﾗ ｶﾎ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9536  橋目　咲季  (2)  ﾊｼﾒ ｻｷ 岡　山  さくら走練 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9602  野村　琴心  (1)  ﾉﾑﾗ ｺﾄﾐ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 6222  橋本　麻由  (1)  ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ 岡　山  総社高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 1208  古川　愛美  (3)  ﾌﾙｶﾜ ﾏﾅﾐ 岡　山  岡山理科大 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 86  井出　美聡  (2)  ｲﾃﾞ ﾐｻﾄ 岡　山  市操山中 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9619  白神　綾乃  (2)  ｼﾗｶﾞﾐ ｱﾔﾉ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9607  田中　友⾥恵(2)  ﾀﾅｶ ﾕﾘｴ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9538  ⾦光　沙⽉  (1)  ｶﾅﾐﾂ ｻﾂｷ 岡　山  さくら走練 2017/06/25 09:30
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⼥⼦ ２００ｍ 9612  ⻄江　真菜  (1)  ﾆｼｴ ﾏﾅ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 391  井田　侑希  (1)  ｲﾀﾞ ﾕｳｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 1287  福本　華花  (1)  ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｶ 岡　山  創志学園高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9537  田淵　日菜⼦(2)  ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾅｺ 岡　山  さくら走練 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 6276  東　　真⾐  (3)  ﾋｶﾞｼ ﾏｲ 岡　山  高梁城南高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9533  徐　　伶奈  (2)  ｼﾞｮ ﾚｲﾅ 岡　山  さくら走練 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 5064  板⾕　日菜乃(2)  ｲﾀﾀﾞﾆ ﾋﾅﾉ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9535  ⾦久　　愛  (2)  ｶﾈﾋｻ ｱｲ 岡　山  さくら走練 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 438  今⻄　春香  (1)  ｲﾏﾆｼ ﾊﾙｶ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 1883  曽根　麻鈴  (1)  ｿﾈ ﾏﾘﾝ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 7025  森田　優美  (1)  ﾓﾘﾀ ﾕｳﾐ 岡　山  林野高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 6657  磯山　千尋  (1)  ｲｿﾔﾏ ﾁﾋﾛ 岡　山  津山商業高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 9030  笠原　萌⼦  (3)  ｶｻﾊﾗ ﾓｴｺ 岡　山  津山高専 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 3460  藤原　なつみ  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾐ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 119  堀　　祐実  (2)  ﾎﾘ ﾕﾐ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 6822  湯川　真由  (2)  ﾕｶﾜ ﾏﾕ 岡　山  津山東高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 7756  槇野　　蘭  (2)  ﾏｷﾉ ﾗﾝ 岡　山  総社南高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 3387  藤本　成実  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾙﾐ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 1868  鶴海　ももこ(2)  ﾂﾙﾐ ﾓﾓｺ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 1887  安田　奈緒  (2)  ﾔｽﾀﾞ ﾅｵ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 2653  小林　由依  (2)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 岡　山  清秀中 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 6658  松本　亜⺒  (1)  ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 岡　山  津山商業高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 6659  山口　万⾥奈(1)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 岡　山  津山商業高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 5597  板⾕　菜摘  (1)  ｲﾀﾀﾞﾆ ﾅﾂﾐ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 186  藤田　桃歌 (H1)  ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/25 09:30
⼥⼦ ２００ｍ 243  楢﨑　理海  (1)  ﾅﾗｻｷ ｻﾄﾐ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/25 09:30

⼥⼦ ４００ｍ 1175  原瀨　優花  (2)  ﾊﾗｾ ﾕｳｶ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 262  坪井　わか菜(2)  ﾂﾎﾞｲ ﾜｶﾅ 岡　山  京都教育大 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 3075  片山　希美香(3)  ｶﾀﾔﾏ ｷﾐｶ 岡　山  ＳＰＥ 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 1200  徳原　真奈美(3)  ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 岡　山  岡山大 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 5665  三宅　悠希  (3)  ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 377  川崎　夏穂  (2)  ｶﾜｻｷ ｶﾎ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 399  ⻄角　美咲  (2)  ﾆｼｶﾄﾞ ﾐｻｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 1100  小川　莉奈  (1)  ｵｶﾞﾜ ﾘﾅ 岡　山  美作大 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 437  頓宮　七海  (1)  ﾄﾝｸﾞｳ ﾅﾅﾐ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 230  綾野　千優  (1)  ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 442  横山　加乃  (3)  ﾖｺﾔﾏ ｶﾉ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 6893  久松　由夢  (2)  ﾋｻﾏﾂ ﾕﾒ 岡　山  美作高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 6222  橋本　麻由  (1)  ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ 岡　山  総社高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 1136  佐藤　史織  (1)  ｻﾄｳ ｼｵﾘ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 1091  中尾　明日香(4)  ﾅｶｵ ｱｽｶ 岡　山  美作大 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 5800  荒山　汐⾥  (2)  ｱﾗﾔﾏ ｼｵﾘ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 387  田井　佑香⾥(2)  ﾀｲ ﾕｶﾘ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 5676  荒木　茉理亜(1)  ｱﾗｷ ﾏﾘｱ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 1182  原田　海来  (2)  ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾗｲ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 440  坂東　⾥穂  (1)  ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 3460  藤原　なつみ  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾐ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 3387  藤本　成実  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾙﾐ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 6912  佐々部　杏梨(1)  ｻｻﾍﾞ ｱﾘ 岡　山  美作高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 6657  磯山　千尋  (1)  ｲｿﾔﾏ ﾁﾋﾛ 岡　山  津山商業高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 514  友浦　華蓮  (1)  ﾄﾓｳﾗ ｶﾚﾝ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 5807  舩橋　麻⽮  (1)  ﾌﾅﾊｼ ﾏﾔ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 11:45
⼥⼦ ４００ｍ 7018  則本　華鈴  (1)  ﾉﾘﾓﾄ ｶﾘﾝ 岡　山  林野高 2017/06/24 11:45

⼥⼦ ８００ｍ 117  ⾦光　由樹  (2)  ｶﾈﾐﾂ ﾕｷ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 3075  片山　希美香(3)  ｶﾀﾔﾏ ｷﾐｶ 岡　山  ＳＰＥ 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1115  田辺　実優  (3)  ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 902  山口　莉奈  (3)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾅ 岡　山  就実高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1822  山下　まりん(3)  ﾔﾏｼﾀ ﾏﾘﾝ 岡　山  桜が丘中 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1098  ⻄田　志織  (2)  ﾆｼﾀﾞ ｼｵﾘ 岡　山  美作大 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 103  本郷　沙穂  (1)  ﾎﾝｺﾞｳ ｻﾎ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1154  八田　彩⽔  (3)  ﾊｯﾀ ｱﾔﾐ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1176  山神　渚夏  (2)  ﾔﾏｶﾞﾐ ﾅﾅ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 3067  土屋　舞琴  (2)  ﾂﾁﾔ ﾏｺﾄ 岡　山  ＳＰＥ 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 418  太田　夏希  (1)  ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1139  堀内　咲希  (1)  ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 230  綾野　千優  (1)  ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1173  森本　三早紀(2)  ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｷ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 6804  上原　彩美  (1)  ｳｴﾊﾗ ｱﾔﾐ 岡　山  津山東高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1091  中尾　明日香(4)  ﾅｶｵ ｱｽｶ 岡　山  美作大 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 2081  山本　笑莉  (1)  ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺﾘ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1897  髙橋　　唯  (1)  ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/25 11:00
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⼥⼦ ８００ｍ 116  山田　知可⼦(2)  ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶｺ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1813  森下　唯⾥  (2)  ﾓﾘｼﾀ ﾕｲﾘ 岡　山  桜が丘中 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 387  田井　佑香⾥(2)  ﾀｲ ﾕｶﾘ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 102  重光　瑠琉香(1)  ｼｹﾞﾐﾂ ﾙﾙｶ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 6220  中山　依香  (1)  ﾅｶﾔﾏ ﾖﾘｶ 岡　山  総社高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 2082  三宅　波菜  (1)  ﾐﾔｹ ﾊﾝﾅ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 6079  久安　佑歩  (2)  ﾋｻﾔｽ ﾕｳﾎ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 440  坂東　⾥穂  (1)  ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 3120  熊原　⼸叶⾥  ｸﾏﾊﾗ ﾕｶﾘ 岡　山  岡山教員ｸﾗﾌﾞ 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 7829  植村　　響  (2)  ｳｴﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 7759  横田　アンナ(2)  ﾖｺﾀ ｱﾝﾅ 岡　山  総社南高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 914  難波　紀⾐  (2)  ﾅﾝﾊﾞ ﾉﾘｴ 岡　山  明誠学院高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1055  岡﨑　　愛  (2)  ｵｶｻﾞｷ ｱｲ 岡　山  ＮＤ清心⼥⼦大 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 6078  栗尾　優希  (2)  ｸﾘｵ ﾕｷ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 44  本田　莉菜  (2)  ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾅ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1112  山田　美香  (2)  ﾔﾏﾀﾞ ﾐｶ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1254  吉田　みやび(3)  ﾖｼﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1824  冨岡　⾥菜⼦(1)  ﾄﾐｵｶ ﾘﾅｺ 岡　山  桜が丘中 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 9029  井原　彩智  (2)  ｲﾊﾗ ｻﾁ 岡　山  津山高専 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 5051  中⻄　美友  (1)  ﾅｶﾆｼ ﾐﾕ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1844  竹原　和可⼦(1)  ﾀｹﾊﾗ ﾜｶｺ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 5052  松永　奈々  (1)  ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾅ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 6573  橋野　　萌  (1)  ﾊｼﾉ ﾓｴ 岡　山  津山高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1245  古⾕　亜湖  (2)  ﾌﾙﾀﾆ ｱｺ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 7758  太田　美彩妃(2)  ｵｵﾀ ﾐｻｷ 岡　山  総社南高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 5594  馬越　麗奈  (1)  ｳﾏｺｼ ﾚﾅ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 507  松浦　英⾥  (1)  ﾏﾂｳﾗ ｴﾘ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 11:00
⼥⼦ ８００ｍ 1111  藪木　まりあ(2)  ﾔﾌﾞｷ ﾏﾘｱ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 11:00

⼥⼦ １５００ｍ 117  ⾦光　由樹  (2)  ｶﾈﾐﾂ ﾕｷ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1112  三宅　紗蘭  (3)  ﾐﾔｹ ｻﾗ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 5512  山本　晏佳吏(1)  ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 5500  ﾚｲﾁｪﾙ ﾑｯｿﾞｰﾆ(2)  ﾚｲﾁｪﾙ ﾑｯｿﾞｰﾆ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1151  市本　桃⼦  (1)  ｲﾁﾓﾄ ﾓﾓｺ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1822  山下　まりん(3)  ﾔﾏｼﾀ ﾏﾘﾝ 岡　山  桜が丘中 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 6013  落合　莉⼦  (1)  ｵﾁｱｲ ﾘｺ 岡　山  興譲館高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 5514  山下　夏実  (1)  ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾐ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1190  吉川　歩美  (3)  ｷｯｶﾜ ｱﾕﾐ 岡　山  環太平洋大 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 6010  舛田　　華  (2)  ﾏｽﾀﾞ ﾊﾅ 岡　山  興譲館高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 103  本郷　沙穂  (1)  ﾎﾝｺﾞｳ ｻﾎ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 3067  土屋　舞琴  (2)  ﾂﾁﾔ ﾏｺﾄ 岡　山  ＳＰＥ 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1115  田辺　実優  (3)  ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 6015  山下　穂香  (1)  ﾔﾏｼﾀ ﾎﾉｶ 岡　山  興譲館高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1176  山神　渚夏  (2)  ﾔﾏｶﾞﾐ ﾅﾅ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1308  山室　優香  (1)  ﾔﾏﾑﾛ ﾕｳｶ 岡　山  ＮＤ清心⼥⼦大 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 902  山口　莉奈  (3)  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾅ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 6007  小林　歩佳  (2)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 岡　山  興譲館高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1098  ⻄田　志織  (2)  ﾆｼﾀﾞ ｼｵﾘ 岡　山  美作大 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 9348  野上　真理⼦  ﾉｶﾞﾐ ﾏﾘｺ 岡　山  岡山陸協 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 418  太田　夏希  (1)  ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 5513  江尻　佳乃  (1)  ｴｼﾞﾘ ﾖｼﾉ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 2  木村　美結  (1)  ｷﾑﾗ ﾐﾕ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 419  大隅　愛⾐  (1)  ｵｵｽﾐ ｱｲﾅ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1174  池田　莉⾥花(2)  ｲｹﾀﾞ ﾘﾘｶ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 385  浅野　花帆  (2)  ｱｻﾉ ｶﾎ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1056  和田　薫乃  (2)  ﾀﾞﾜ ﾕｷﾉ 岡　山  ＮＤ清心⼥⼦大 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 5515  藤田　彩希  (1)  ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 5516  小野　瑠南  (1)  ｵﾉ ﾙﾅ 岡　山  倉敷高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 116  山田　知可⼦(2)  ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶｺ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 2831  森下　即⼦  ﾓﾘｼﾀ ﾐﾂｺ 岡　山  井原ＲＣ 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 102  重光　瑠琉香(1)  ｼｹﾞﾐﾂ ﾙﾙｶ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 2077  中川　綾乃  (3)  ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 岡　山  井村ＲＣ 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1813  森下　唯⾥  (2)  ﾓﾘｼﾀ ﾕｲﾘ 岡　山  桜が丘中 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 2493  小倉　唯愛  (2)  ｵｸﾞﾗ ﾕｲﾅ 岡　山  津山中 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 420  永野　萌香  (1)  ﾅｶﾞﾉ ﾓｴｶ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 246  森安　愛美  (1)  ﾓﾘﾔｽ ﾏﾅﾐ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 883  千田　かりん(1)  ｾﾝﾀﾞ ｶﾘﾝ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 519  星島　早絵  (1)  ﾎｼｼﾞﾏ ｻｴ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 5441  澤山　雪香  (1)  ｻﾜﾔﾏ ﾕｷｶ 岡　山  倉敷翠松高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1142  藤本　涼花  (1)  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 6582  池上　佳奈  (2)  ｲｹｶﾞﾐ ｶﾅ 岡　山  津山高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 2495  ⻄元　千冬  (2)  ﾆｼﾓﾄ ﾁﾌﾕ 岡　山  津山中 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1150  諏訪　美優  (1)  ｽﾜ ﾐﾕ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:45
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⼥⼦ １５００ｍ 45  松野　珠音  (2)  ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾈ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 436  今田　結⽉  (1)  ｲﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 3120  熊原　⼸叶⾥  ｸﾏﾊﾗ ﾕｶﾘ 岡　山  岡山教員ｸﾗﾌﾞ 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 298  本吉　桃⼦  (2)  ﾓﾄﾖｼ ﾓﾓｺ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 6279  廣⾦　沙弥夏(3)  ﾋﾛｶﾈ ｻﾔｶ 岡　山  高梁城南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 44  本田　莉菜  (2)  ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾅ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 1844  竹原　和可⼦(1)  ﾀｹﾊﾗ ﾜｶｺ 岡　山  岡山学芸館高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 244  幡上　綾香  (1)  ﾊﾀｶﾞﾐ ｱﾔｶ 岡　山  岡山一宮高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 860  太田　絢⼦  (2)  ｵｵﾀ ｱﾔｺ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 914  難波　紀⾐  (2)  ﾅﾝﾊﾞ ﾉﾘｴ 岡　山  明誠学院高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 175  渡邊　未来 (H2)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 870  ⾦⾕　紗希  (2)  ｶﾅﾀﾆ ｻｷ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 5291  野間　鈴奈  (2)  ﾉﾏ ﾚｲﾅ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 5053  武智　志織  (1)  ﾀｹﾁ ｼｵﾘ 岡　山  倉敷南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 485  前川　夏美  (2)  ﾏｴｶﾜ ﾅﾂﾐ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 6224  堀家　葉⽉  (1)  ﾎﾘｹ ﾊﾂﾞｷ 岡　山  総社高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 492  梅⾥　　夢  (1)  ｳﾒｻﾄ ﾕﾒ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 493  森山　　夢  (1)  ﾓﾘﾔﾏ ﾕﾒ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 5594  馬越　麗奈  (1)  ｳﾏｺｼ ﾚﾅ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 12:45
⼥⼦ １５００ｍ 7758  太田　美彩妃(2)  ｵｵﾀ ﾐｻｷ 岡　山  総社南高 2017/06/24 12:45

⼥⼦ ５０００ｍ 5500  ﾚｲﾁｪﾙ ﾑｯｿﾞｰﾆ(2)  ﾚｲﾁｪﾙ ﾑｯｿﾞｰﾆ 岡　山  倉敷高 2017/06/23 17:50
⼥⼦ ５０００ｍ 900  清⽔　みのり(3)  ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾘ 岡　山  就実高 2017/06/23 17:50
⼥⼦ ５０００ｍ 6823  太田　もえ⼦(2)  ｵｵﾀ ﾓｴｺ 岡　山  津山東高 2017/06/23 17:50
⼥⼦ ５０００ｍ 385  浅野　花帆  (2)  ｱｻﾉ ｶﾎ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/23 17:50

⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 8015  森岡　美紅 (M1)  ﾓﾘｵｶ ﾐｸ 岡　山  横浜国⽴大 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 947  原田　海音  (1)  ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ 岡　山  京都教育大 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 7804  有森　蘭乃  (2)  ｱﾘﾓﾘ ﾗﾝﾉ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 118  澄川　芽久  (2)  ｽﾐｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 岡　山  岡山操山高 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 3441  橋本　真実  ﾊｼﾓﾄ ﾏﾐ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 372  坂川　保乃華(3)  ｻｶｶﾞﾜ ﾎﾉｶ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 1  工藤　音花  (1)  ｸﾄﾞｳ ｵﾄｶ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 7971  溝口　りこ  (3)  ﾐｿﾞｸﾁ ﾘｺ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 1149  藤原　華乃  (1)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾉ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 1202  宇那木　咲良(2)  ｳﾅｷﾞ ｻｸﾗ 岡　山  岡山大 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 1307  花⾕　優希奈(1)  ﾊﾅﾔ ﾕｷﾅ 岡　山  美作大 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 6221  小野　　萌  (1)  ｵﾉ ﾓｴ 岡　山  総社高 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 185  ⾚澤　七菜 (H1)  ｱｶｻﾞﾜ ﾅﾅ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 186  藤田　桃歌 (H1)  ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 5673  江原　雛⼦  (1)  ｴﾊﾗ ﾋﾅｺ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 14:35
⼥⼦ １００ｍＨ(0.838m) 9022  奥　明香⾥  (1)  ｵｸ ｱｶﾘ 岡　山  津山高専 2017/06/24 14:35

⼥⼦ ４００ｍＨ(0.762m) 41  山岡　真紗希(2)  ﾔﾏｵｶ ﾏｻｷ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/25 13:55
⼥⼦ ４００ｍＨ(0.762m) 7795  今津　千尋  (3)  ｲﾏﾂﾞ ﾁﾋﾛ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 13:55
⼥⼦ ４００ｍＨ(0.762m) 7244  大久保　咲紀(2)  ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 岡　山  早稲田大 2017/06/25 13:55
⼥⼦ ４００ｍＨ(0.762m) 947  原田　海音  (1)  ﾊﾗﾀﾞ ｶﾉﾝ 岡　山  京都教育大 2017/06/25 13:55
⼥⼦ ４００ｍＨ(0.762m) 1183  大山　睦⼦  (2)  ｵｵﾔﾏ ﾑﾂｺ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 13:55
⼥⼦ ４００ｍＨ(0.762m) 3440  若林　千裕  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 13:55
⼥⼦ ４００ｍＨ(0.762m) 7827  森　　風薫  (2)  ﾓﾘ ﾌｳｶ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 13:55
⼥⼦ ４００ｍＨ(0.762m) 6803  末澤　紗弥佳(1)  ｽｴｻﾞﾜ ｻﾔｶ 岡　山  津山東高 2017/06/25 13:55
⼥⼦ ４００ｍＨ(0.762m) 1206  福井　茉穂  (2)  ﾌｸｲ ﾏﾎ 岡　山  岡山大 2017/06/25 13:55

⼥⼦ ５０００ｍＷ 5435  源　　有留  (2)  ﾐﾅﾓﾄ ｱﾙ 岡　山  倉敷翠松高 2017/06/24 12:35
⼥⼦ ５０００ｍＷ 1174  池田　莉⾥花(2)  ｲｹﾀﾞ ﾘﾘｶ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:35
⼥⼦ ５０００ｍＷ 901  森本　みさき(3)  ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｷ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:35
⼥⼦ ５０００ｍＷ 842  片上　亜由⼦(3)  ｶﾀｶﾐ ｱﾕｺ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:35
⼥⼦ ５０００ｍＷ 869  藤原　さえ  (3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｴ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:35

⼥⼦ ４×１００ｍ  玉野光南高 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  美作高 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  就実高 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  岡山東商業高 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  岡山ＡＣ（Ａ） 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  岡山大 学  連 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  岡山城東高 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  ＯＳＩT&F 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  吉備中 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  岡山ＡＣ（Ｃ） 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  さくら走練 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  玉島高 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  味野中 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  総社高 岡　山 2017/06/24 16:20
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⼥⼦ ４×１００ｍ  倉敷古城池高 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  岡山大安寺中等 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  玉島商業高 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  倉敷福田中 岡　山 2017/06/24 16:20
⼥⼦ ４×１００ｍ  岡山南高 岡　山 2017/06/24 16:20

⼥⼦ ４×４００ｍ  岡山東商業高 岡　山 2017/06/25 15:25
⼥⼦ ４×４００ｍ  玉野光南高 岡　山 2017/06/25 15:25
⼥⼦ ４×４００ｍ  岡山城東高 岡　山 2017/06/25 15:25
⼥⼦ ４×４００ｍ  岡山大 学  連 2017/06/25 15:25
⼥⼦ ４×４００ｍ  美作高 岡　山 2017/06/25 15:25
⼥⼦ ４×４００ｍ  岡山ＡＣ 岡　山 2017/06/25 15:25
⼥⼦ ４×４００ｍ  岡山南高 岡　山 2017/06/25 15:25
⼥⼦ ４×４００ｍ  倉敷南高 岡　山 2017/06/25 15:25

⼥⼦ 走高跳 1  工藤　音花  (1)  ｸﾄﾞｳ ｵﾄｶ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 21  日高　亜希⼦(3)  ﾋﾀﾞｶ ｱｷｺ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 865  堀野　智加  (2)  ﾎﾘﾉ ﾄﾓｶ 岡　山  就実高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 1108  竹本　実桜  (3)  ﾀｹﾓﾄ ﾐｵ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 1203  下中　友規乃(2)  ｼﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 岡　山  岡山大 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 3679  大東　千歳  ｵｵﾋｶﾞｼ ﾁﾄｾ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 237  藤原　愛⼦  (3)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲｺ 岡　山  同志社大 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 491  椿　　朱音  (1)  ﾂﾊﾞｷ ｱｶﾈ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 2492  秋元　千歩  (3)  ｱｷﾓﾄ ﾁﾎ 岡　山  津山中 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 7738  田口　亜弥  (1)  ﾀｸﾞﾁ ｱﾔ 岡　山  総社南高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 1137  大塚　亜由  (1)  ｵｵﾂｶ ｱﾕ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 439  吉田　絵⾥⼦(1)  ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 221  三宅　優奈  (1)  ﾐﾔｹ ﾕﾅ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 3425  石原　果歩  ｲｼﾊﾗ ｶﾎ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 3385  岡本　彩奈  ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 5795  森岡　聖奈  (2)  ﾓﾘｵｶ ｾﾅ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 412  ⾦光　咲季  (2)  ｶﾅﾐﾂ ｻｷ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 556  林　　美奈  (2)  ﾊﾔｼ ﾐﾅ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 3657  江藤　利恵  ｴﾄｳ ﾘｴ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 5114  佐々木　萌  (2)  ｻｻｷ ﾓｴ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 走高跳 5804  小寺　奈々花(1)  ｺﾃﾞﾗ ﾅﾅｶ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 14:30

⼥⼦ 棒高跳 3138  品川　文音  ｼﾅｶﾞﾜ ｱﾔﾈ 岡　山  ＯＵＦ 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 棒高跳 475  平田　千佳  (2)  ﾋﾗﾀ ﾁｶ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 棒高跳 1110  小橋　史佳  (2)  ｺﾊﾞｼ ﾌﾐｶ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 棒高跳 844  木村　美海  (3)  ｷﾑﾗ ﾐﾐ 岡　山  就実高 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 棒高跳 222  吉岡　もと  (1)  ﾖｼｵｶ ﾓﾄ 岡　山  岡山芳泉高 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 棒高跳 872  松本　京⼦  (2)  ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ 岡　山  就実高 2017/06/25 10:00

⼥⼦ 走幅跳 1335  本原　朱莉  (1)  ﾓﾄﾊﾗ ｱｶﾘ 岡　山  環太平洋大 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 7436  今浜　美咲  (2)  ｲﾏﾊﾏ ﾐｻｷ 岡　山  ⻘山学院大 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 7288  横田　菜都⼦(3)  ﾖｺﾀ ﾅﾂｺ 岡　山  順天堂大 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 7755  河上　　葵  (2)  ｶﾜｶﾐ ｱｵｲ 岡　山  総社南高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 111  澤田　美奈  (3)  ｻﾜﾀﾞ ﾐﾅ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 364  能勢　夏帆  (3)  ﾉｾ ﾅﾂﾎ 岡　山  武庫川⼥⼦大 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 1177  髙橋　美夢  (2)  ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 393  落合　杏名  (2)  ｵﾁｱｲ ｱﾝﾅ 岡　山  岡山東商業高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 3435  清⽔　智美  ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 5050  渡邉　紗千  (1)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 7797  南田　彩伽  (3)  ﾅﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 6803  末澤　紗弥佳(1)  ｽｴｻﾞﾜ ｻﾔｶ 岡　山  津山東高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 864  河本　友唯  (2)  ｺｳﾓﾄ ﾕｲ 岡　山  就実高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 549  小林　桜⼦  (2)  ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗｺ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 1210  枝園　彩加  (3)  ｼｴﾝ ｱﾔｶ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 885  丸山　稚菜  (1)  ﾏﾙﾔﾏ ﾜｶﾅ 岡　山  就実高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 627  杉山　菜々⼦(1)  ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾅｺ 岡　山  東岡山工業高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 6067  三髙　真緒  (2)  ﾐﾀｶ ﾏｵ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 1117  岡本　莉胡  (3)  ｵｶﾓﾄ ﾘｺ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 7828  猿渡　桃⼦  (2)  ｻﾙﾜﾀﾘ ﾓﾓｺ 岡　山  岡山城東高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 556  林　　美奈  (2)  ﾊﾔｼ ﾐﾅ 岡　山  岡山工業高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 9605  竹⾕　香々名(1)  ﾀｹﾀﾆ ｺｺﾅ 岡　山  ＯＳＩT&F 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 5584  中藤　瑠美  (2)  ﾅｶﾄｳ ﾙﾐ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 115  渡邊　萌⼦  (1)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴｺ 岡　山  岡山操山高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 185  ⾚澤　七菜 (H1)  ｱｶｻﾞﾜ ﾅﾅ 岡　山  岡山大安寺中等 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 777  安原　沙映  (1)  ﾔｽﾊﾗ ｻｴ 岡　山  灘崎中 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 1895  村木　千尋  (1)  ﾑﾗｷ ﾁﾋﾛ 岡　山  倉敷⻘陵高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 498  樽井　美瑞希(1)  ﾀﾙｲ ﾐｽﾞｷ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 5596  井上　侑南  (1)  ｲﾉｳｴ ﾕｳﾅ 岡　山  玉島商業高 2017/06/25 13:00
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⼥⼦ 走幅跳 499  安藤　和香  (1)  ｱﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 岡　山  岡山南高 2017/06/25 13:00
⼥⼦ 走幅跳 5806  阿藤　仁美  (1)  ｱﾄｳ ﾋﾄﾐ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/25 13:00

⼥⼦ 三段跳 8015  森岡　美紅 (M1)  ﾓﾘｵｶ ﾐｸ 岡　山  横浜国⽴大 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 3355  小林　桃⼦  ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 岡　山  PHOENIX 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 9831  小野　みどり  ｵﾉ ﾐﾄﾞﾘ 岡　山  Ｇｌｏｂｅ 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 6135  上井　彩加  (3)  ｳﾜｲ ｱﾔｶ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 1177  髙橋　美夢  (2)  ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 3470  藤澤　葉⽉  ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 3435  清⽔　智美  ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ 岡　山  岡山ＡＣ 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 549  小林　桜⼦  (2)  ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗｺ 岡　山  岡山工業高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 5793  山本　茉椰  (3)  ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾔ 岡　山  笠岡商業高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 1211  古澤　音羽  (2)  ﾌﾙｻﾜ ｵﾄﾊ 岡　山  倉敷芸術科学大 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 1117  岡本　莉胡  (3)  ｵｶﾓﾄ ﾘｺ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 3657  江藤　利恵  ｴﾄｳ ﾘｴ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 5262  ⻑⾕川　千華(3)  ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｶ 岡　山  倉敷工業高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 7797  南田　彩伽  (3)  ﾅﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 6137  太田　明日香(3)  ｵｵﾀ ｱｽｶ 岡　山  高松農業高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 6925  ⽔田　吏南  (3)  ﾐｽﾞﾀ ﾘﾅ 岡　山  美作高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 5049  江口　音乃  (1)  ｴｸﾞﾁ ﾉﾉ 岡　山  倉敷南高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 5112  中田　こころ(2)  ﾅｶﾀﾞ ｺｺﾛ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 6067  三髙　真緒  (2)  ﾐﾀｶ ﾏｵ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 6561  友實　小晴  (2)  ﾄﾓｻﾞﾈ ｺﾊﾙ 岡　山  津山高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 1252  坂手　志穂  (3)  ｻｶﾃ ｼﾎ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 6276  東　　真⾐  (3)  ﾋｶﾞｼ ﾏｲ 岡　山  高梁城南高 2017/06/24 10:00
⼥⼦ 三段跳 5584  中藤　瑠美  (2)  ﾅｶﾄｳ ﾙﾐ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 10:00

⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 1095  畑　　愛実  (3)  ﾊﾀ ﾏﾅﾐ 岡　山  美作大 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 1171  三宅　美優  (2)  ﾐﾔｹ ﾐﾕｳ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 5674  眞田　明日香(2)  ｻﾅﾀﾞ ｱｽｶ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 5423  川上　彩織  (3)  ｶﾜｶﾐ ｻｵﾘ 岡　山  倉敷翠松高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 1138  杉⾕　美羽  (1)  ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｳ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 1141  羽納　　望  (1)  ﾊﾉｳ ﾉｿﾞﾐ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 888  竹本　愛梨  (1)  ﾀｹﾓﾄ ｱｲﾘ 岡　山  就実高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 1825  山下　芽愛  (3)  ﾔﾏｼﾀ ﾒｱ 岡　山  桜が丘中 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 7754  ⻑⾕川　碧  (2)  ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ 岡　山  総社南高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 7806  東山　綾花  (1)  ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｱﾔｶ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 5585  武　亜弥乃  (2)  ﾀｹ ｱﾔﾉ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 14:30
⼥⼦ 砲丸投(4.000kg) 5109  伊藤　和音  (2)  ｲﾄｳ ｶｽﾞﾈ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/24 14:30

⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 1298  渡邊　理沙  (2)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 岡　山  就実大 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 1095  畑　　愛実  (3)  ﾊﾀ ﾏﾅﾐ 岡　山  美作大 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 5066  若松　日奈⼦(2)  ﾜｶﾏﾂ ﾋﾅｺ 岡　山  倉敷南高 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 880  岡　亜侑実  (1)  ｵｶ ｱﾕﾐ 岡　山  就実高 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 1353  小橋　祐也  (1)  ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾔ 岡　山  岡山大 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 1141  羽納　　望  (1)  ﾊﾉｳ ﾉｿﾞﾐ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 908  石川　愛央⾐(3)  ｲｼｶﾜ ｱｵｲ 岡　山  就実高 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 5111  竹下　晶葉  (2)  ﾀｹｼﾀ ｱｷﾊ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 888  竹本　愛梨  (1)  ﾀｹﾓﾄ ｱｲﾘ 岡　山  就実高 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 1814  東山　　愛  (2)  ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 岡　山  桜が丘中 2017/06/25 10:00
⼥⼦ 円盤投(1.000kg) 9532  奥山　琴未  (1)  ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 岡　山  さくら走練 2017/06/25 10:00

⼥⼦ ハンマー投(4.000kg) 1725  板垣　いずみ(2)  ｲﾀｶﾞｷ ｲｽﾞﾐ 岡　山  ⿅屋体育大 2017/06/25 13:30
⼥⼦ ハンマー投(4.000kg) 1172  真鍋　綾萌  (2)  ﾏﾅﾍﾞ ｱﾔﾒ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 13:30
⼥⼦ ハンマー投(4.000kg) 1114  佐山　野乃花(3)  ｻﾔﾏ ﾉﾉｶ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 13:30
⼥⼦ ハンマー投(4.000kg) 6441  冨部　春⽉  (3)  ﾄﾝﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 岡　山  新⾒高 2017/06/25 13:30
⼥⼦ ハンマー投(4.000kg) 5674  眞田　明日香(2)  ｻﾅﾀﾞ ｱｽｶ 岡　山  ⾦光学園高 2017/06/25 13:30
⼥⼦ ハンマー投(4.000kg) 1140  吉田　桃望  (1)  ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓﾐ 岡　山  玉野光南高 2017/06/25 13:30
⼥⼦ ハンマー投(4.000kg) 6590  光岡　海音  (3)  ﾐﾂｵｶ ｱﾏﾈ 岡　山  津山高 2017/06/25 13:30
⼥⼦ ハンマー投(4.000kg) 6719  森本　茉奈  (1)  ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾅ 岡　山  津山工業高 2017/06/25 13:30

⼥⼦ やり投 1723  松本　さつき(3)  ﾏﾂﾓﾄ ｻﾂｷ 岡　山  ⿅屋体育大 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 715  田中　来夢  (3)  ﾀﾅｶ ﾗｲﾑ 岡　山  大阪成蹊大 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 3967  堀之内　舞  ﾎﾘﾉｳﾁ ﾏｲ 岡　山  ＣＲＣ 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 7619  ⿊住　莉那  (2)  ｸﾛｽﾞﾐ ﾘﾅ 岡　山  筑波大 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 3673  楠⾒　咲季  ｸｽﾐ ｻｷ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 463  藤田　　遥  (3)  ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 613  重川　夏歩  (1)  ｵﾓｶﾜ ｶﾎ 岡　山  明治国際医療大 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 3654  白井　⼣貴  ｼﾗｲ ﾕｷ 岡　山  ＫＮＤ．ＴＣ 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 6441  冨部　春⽉  (3)  ﾄﾝﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 岡　山  新⾒高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 1104  岡島　由佳  (3)  ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 岡　山  川崎医療福祉大 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 1116  本多　志麻  (3)  ﾎﾝﾀﾞ ｼﾏ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 3966  宮本　育⾒  ﾐﾔﾓﾄ ｲｸﾐ 岡　山  ＣＲＣ 2017/06/24 12:00
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競　技 No 氏　名 カ　ナ 県 所　属 日付 開始時刻
⼥⼦ やり投 11  渡辺　あや  (3)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 岡　山  関⻄学院大 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 7797  南田　彩伽  (3)  ﾅﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 5110  三輪　　輝  (2)  ﾐﾜ ﾋｶﾙ 岡　山  倉敷古城池高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 6924  丸尾　綾音  (3)  ﾏﾙｵ ｱﾔﾈ 岡　山  美作高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 1143  真鍋　未来  (1)  ﾏﾅﾍﾞ ﾐｸ 岡　山  玉野光南高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 6076  藤本　彩華  (2)  ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾔｶ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 7757  三宅　眞由  (2)  ﾐﾔｹ ﾏﾕ 岡　山  総社南高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 5590  時松　未優  (2)  ﾄｷﾏﾂ ﾐﾕ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 6560  松浦　祐奈  (2)  ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾅ 岡　山  津山高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 6901  高橋　なつき(2)  ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ 岡　山  美作高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 6084  松浦　帆乃佳(2)  ﾏﾂｳﾗ ﾎﾉｶ 岡　山  岡山龍⾕高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 890  今中　絵⾥奈(1)  ｲﾏﾅｶ ｴﾘﾅ 岡　山  就実高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 7806  東山　綾花  (1)  ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｱﾔｶ 岡　山  岡山城東高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 1253  早瀬　桃歌  (1)  ﾊﾔｾ ﾓﾓｶ 岡　山  倉敷鷲羽高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 5597  板⾕　菜摘  (1)  ｲﾀﾀﾞﾆ ﾅﾂﾐ 岡　山  玉島商業高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 499  安藤　和香  (1)  ｱﾝﾄﾞｳ ﾜｶ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 12:00
⼥⼦ やり投 497  神崎　絢加  (1)  ｶﾝｻﾞｷ ｱﾔｶ 岡　山  岡山南高 2017/06/24 12:00

⼥⼦ 七種競技 1206  福井　茉穂  (2)  ﾌｸｲ ﾏﾎ 岡　山  岡山大 2017/06/23 13:00
⼥⼦ 七種競技 25  若村　咲季  (3)  ﾜｶﾑﾗ ｻｷ 岡　山  岡山朝日高 2017/06/23 13:00
⼥⼦ 七種競技 5048  荻田　　凜  (1)  ｵｷﾞﾀ ﾘﾝ 岡　山  倉敷南高 2017/06/23 13:00
⼥⼦ 七種競技 7972  大⻄　美⾐奈(3)  ｵｵﾆｼ ﾐｲﾅ 岡　山  岡山商大附高 2017/06/23 13:00


