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岡山県陸上競技場 331010

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ

《１年》

6/9 畝田　光太朗 (1) 12.54/-0.7

総社西中

在本　開智   (1) 12.58/-0.7

旭東中

高岡　弘夢   (1) 12.59/-0.7

御南中

福井　研登   (1) 12.68/-0.7

津山東中

大月　康資   (1) 12.81/-0.7

岡山操山中

中村　琉聖   (1) 12.96/-0.7

津山西中

光吉　真之介 (1) 12.98/-0.7

邑久中

１００ｍ

《２年》

6/9 松本　　匠   (2) 11.65/-2.1

旭東中

数原　由大   (2) 11.75/-2.1

新見南中

坂本　拓望   (2) 11.76/-2.1

金浦中

松原　桜汰   (2) 11.94/-2.1

旭東中

越尾　一翔   (2) 12.00/-2.1

鶴山中

八田　雅雪   (2) 12.12/-2.1

旭東中

内田　遥斗   (2) 12.13/-2.1

中道中

絹田　龍ノ介 (2) 12.17/-2.1

岡山操山中

１００ｍ

《３年》

6/9 久葉　誠矢   (3) 11.48/-1.0

灘崎中

髙橋　快吏   (3) 11.56/-1.0

総社西中

岡　　滉貴   (3) 11.57/-1.0

倉敷西中

三島　　諒   (3) 11.66/-1.0

竜操中

安福　柊汰   (3) 11.74/-1.0

金光学園中

藤田　　楓   (3) 11.76/-1.0

桑田中

貞方　公利   (3) 11.91/-1.0

新田中

田邉　直暉   (3) 12.03/-1.0

郷内中

２００ｍ 6/10 久葉　誠矢   (3) 23.06/-1.3

灘崎中

松本　　匠   (2) 23.20/-1.3

旭東中

中田　昂宏   (3) 23.43/-1.3

庄中

岡　　滉貴   (3) 23.60/-1.3

倉敷西中

松永　風太   (3) 23.69/-1.3

鶴山中

坂本　拓望   (2) 23.88/-1.3

金浦中

松原　桜汰   (2) 23.93/-1.3

旭東中

兼清　　駿   (3) 23.98/-1.3

倉敷南中

４００ｍ 6/9 原　　太陽   (3) 50.66

NGR西大寺中

中田　昂宏   (3) 51.05

庄中

杉本　　仁   (2) 51.22

邑久中

伊藤　孝太   (3) 52.83

竜操中

岩崎　幹矢   (3) 53.45

岡山大附中

竹下　　陽   (3) 53.56

高陽中

山本　壮海   (3) 53.68

岡山大安寺中等

硲　　隼一   (3) 53.77

里庄中

８００ｍ 6/10 杉本　　仁   (2)  2:00.08

邑久中

宇野　京弥   (3)  2:05.12

高陽中

中原　康汰   (3)  2:05.50

吉備中

桑村　太陽   (3)  2:05.78

加賀中

竹下　　陽   (3)  2:07.80

高陽中

政廣　優季   (3)  2:07.85

新田中

川崎　俊輔   (3)  2:08.57

岡山操山中

坪井　亮哉   (3)  2:11.63

石井中

１５００ｍ

《１年》

6/10 八百原　隼大 (1)  4:21.58

NGR児島中

中野　裕心   (1)  4:34.87

児島中

牧原 ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ(1)  4:41.12

北陵中

正富　弘輝   (1)  4:42.01

西大寺中

牧原　ｳｨﾘｱﾑ  (1)  4:42.44

北陵中

三村　　幌   (1)  4:43.80

芳井中

黒田　　然   (1)  4:46.84

桑田中

家田　純弥   (1)  4:51.95

山南中

１５００ｍ

《２年》

6/9 佐藤　那地   (2)  4:22.31

妹尾中

藤原　　蓮   (2)  4:22.69

邑久中

嘉良戸　翔太 (2)  4:22.97

味野中

林　　愛翔   (2)  4:22.99

旭東中

大西　柊太朗 (2)  4:29.02

早島中

田中　視陽   (2)  4:29.34

芳泉中

池内　　司   (2)  4:29.39

倉敷南中

犬飼　慶人   (2)  4:31.79

吉備中

１５００ｍ 6/9 大塚　直哉   (3)  4:07.95

吉備中

玉置　尚也   (3)  4:19.24

吉備中

川崎　俊輔   (3)  4:22.50

岡山操山中

宇野　京弥   (3)  4:23.56

高陽中

山口　　倫   (3)  4:23.98

味野中

中原　康汰   (3)  4:24.36

吉備中

大西　駿弥   (3)  4:24.88

芳泉中

伊加　拓海   (3)  4:27.62

邑久中

３０００ｍ 6/10 山田　修人   (3)  8:52.73

琴浦中

伊加　拓海   (3)  9:01.77

邑久中

大塚　直哉   (3)  9:05.88

吉備中

森下　翔太   (3)  9:09.48

井原中

大西　柊太朗 (2)  9:09.89

早島中

山口　　倫   (3)  9:20.75

味野中

南條　光希   (3)  9:23.92

奈義中

玉置　尚也   (3)  9:30.32

吉備中

１１０ｍＨ

(0.914m)

6/10 頼経　真人   (3) 15.19/-0.7

鶴山中

安福　柊汰   (3) 15.52/-0.7

金光学園中

西山　　慧   (3) 16.07/-0.7

東陽中

中山　文太   (3) 16.37/-0.7

高梁中

西濱　　充   (3) 16.75/-0.7

倉敷東中

皆木　睦希   (3) 16.94/-0.7

吉備中

村瀬　宏幸   (3) 17.44/-0.7

笠岡東中

柴田　知樹   (3) 18.63/-0.7

庄中

走高跳 6/9 周藤　　尊   (3) 1m85

石井中

岡本　　譲   (3) 1m76

宇野中

西山　　慧   (3) 1m73

東陽中

井上　侑哉   (3) 1m70

玉島東中

濵﨑　　椋   (3) 1m70

玉島東中

丸山　悠輝   (3) 1m65

吉備中

高畠　優昇   (2) 1m65

市操山中

福寺　航大   (3) 1m65

津山中

棒高跳 6/10 平田　陽平   (3) 3m40

興除中

住井　　翼   (3) 3m20

総社西中

檀上　亜里   (3) 3m00

総社西中

吉田　蒼太   (2) 3m00

総社東中

走幅跳 6/10 北村　嘉得   (3)   6m54/+1.5

上道中

髙橋　快吏   (3)   6m33/-1.2

総社西中

守安　七斗   (3)   6m26/+0.2

総社東中

西森　翔眞   (3)   6m09/-1.2

金光学園中

岸　虎太朗   (3)   6m02/ 0.0

京山中

羽﨑　元信   (2)   5m91/+1.0

山南中

数原　由大   (2)   5m85/+0.5

新見南中

小山　晃青   (3)   5m61/-2.0

邑久中

砲丸投

(5.000kg)

6/9 宗兼　憂門   (3)  13m10

宇野中

井戸　啓人   (3)  11m84

御南中

鈴木　信忠   (3)  11m48

岡北中

森広　陽斗   (3)  10m99

岡山大安寺中等

阿部　友輝   (3)  10m47

児島中

立石　友翔   (3)  10m26

荘内中

三宅　翔大   (3)  10m15

倉敷南中

杉山　勇海   (3)  10m07

香和中

男子

１００ｍ

《１年》

6/10 石原　涼華   (1)       /-0.8

桜が丘中〔※録画失敗，順位のみ〕

富田　晴香   (1)       /-0.8

旭東中 〔※録画失敗，順位のみ〕

坂本　小春   (1)       /-0.8

金浦中 〔※録画失敗，順位のみ〕

中村　香葉   (1)       /-0.8

久世中 〔※録画失敗，順位のみ〕

重友　沙羅   (1)       /-0.8

西大寺中〔※録画失敗，順位のみ〕

森下　杏里   (1)       /-0.8

桜が丘中〔※録画失敗，順位のみ〕

與田　真未   (1)       /-0.8

灘崎中 〔※録画失敗，順位のみ〕

正木　　紗   (1)       /-0.8

京山中 〔※録画失敗，順位のみ〕

１００ｍ

《２年》

6/10 小椋　初夏   (2) 12.83/-1.2

津山東中

島田　柚葉   (2) 13.07/-1.2

倉敷南中

岡﨑　真衣   (2) 13.10/-1.2

総社西中

末澤　里奈子 (2) 13.12/-1.2

旭東中

山本　実夢   (2) 13.30/-1.2

総社西中

丸田　紬月   (2) 13.36/-1.2

邑久中

金光　沙月   (2) 13.40/-1.2

桜が丘中

安田　　唯   (2) 13.45/-1.2

石井中

１００ｍ

《３年》

6/10 兼高　心愛   (3) 12.30/+0.8

NGR倉敷南中

吉國　陽花   (3) 12.76/+0.8

新見第一中

井出　美聡   (3) 12.91/+0.8

市操山中

石井　　心   (3) 12.96/+0.8

琴浦中

原瀬　彩花   (3) 13.23/+0.8

総社東中

徐　　伶奈   (3) 13.25/+0.8

和気中

守谷　友希   (3) 13.29/+0.8

岡山操山中

藤井　陽菜   (3) 13.41/+0.8

里庄中

２００ｍ 6/9 兼高　心愛   (3) 25.70/-2.2

倉敷南中

吉國　陽花   (3) 26.41/-2.2

新見第一中

小椋　初夏   (2) 26.78/-2.2

津山東中

井出　美聡   (3) 27.18/-2.2

市操山中

末澤　里奈子 (2) 27.21/-2.2

旭東中

岡﨑　真衣   (2) 27.23/-2.2

総社西中

山本　実夢   (2) 27.75/-2.2

総社西中

金光　沙月   (2) 27.94/-2.2

桜が丘中

２００ｍ 6/9 予選／兼高　心愛(3)　倉敷南　25.25(+1.6) 大会ﾀｲ記録

８００ｍ

《１年》

6/10 神谷　沙希   (1)  2:21.95

久米中

中西　可苗   (1)  2:38.31

倉敷東中

福光　桃香   (1)  2:39.35

福浜中

森元　　杏   (1)  2:40.23

操南中

三浦　帆乃果 (1)  2:40.50

京山中

細川　　藍   (1)  2:42.10

山南中

杉山　紗佳   (1)  2:42.25

久世中

葛原　舞華   (1)  2:42.26

倉敷第一中

８００ｍ 6/10 有富　　郁   (2)  2:17.95

吉備中

藤井　美春   (3)  2:18.26

琴浦中

土屋　舞琴   (3)  2:18.30

小北中

豊田　優蘭   (3)  2:22.12

山南中

粟　　愛華   (3)  2:22.70

新田中

奈爪　桃花   (2)  2:24.77

山南中

川野　さくら (2)  2:25.19

邑久中

砂田　珠来   (3)  2:26.36

吉備中

１５００ｍ 6/9 粟　　愛華   (3)  4:45.39

新田中

山本　笑莉   (2)  4:45.66

琴浦中

土屋　舞琴   (3)  4:46.45

小北中

藤井　美春   (3)  4:50.10

琴浦中

奈爪　桃花   (2)  4:52.21

山南中

迫田　　明   (3)  4:53.26

吉備中

大西　未来   (2)  4:53.82

芳泉中

豊田　優蘭   (3)  4:56.13

山南中

１００ｍＨ

(0.762m)

6/9 徐　　伶奈   (3) 14.90/-1.2

和気中

出口　綾乃   (3) 14.96/-1.2

新田中

頓宮　未空   (3) 15.44/-1.2

吉備中

安原　百香   (2) 15.71/-1.2

倉敷西中

和田　明日香 (3) 15.75/-1.2

岡山大附中

利川　遥那   (3) 15.84/-1.2

旭東中

中村　香葉   (1) 15.96/-1.2

久世中

斉藤　　蓮   (3) 15.99/-1.2

吉備中

走高跳 6/10 幸坂　きらり (3) 1m57

操南中

尾池　　優   (2) 1m54

味野中

松尾　嘉樹   (2) 1m51

福浜中

和田　明日香 (3) 1m51

岡山大附中

黒川　香津   (2) 1m48

福浜中

森本　彩友   (2) 1m45

福浜中

髙比良　歩奈 (2) 倉敷西中 1m45

河田　千尋   (2) 吉備中

走幅跳 6/9 丸田　紬月   (2)   5m33/-0.7

邑久中

谷田　心優   (3)   5m32/-1.4

倉敷天城中

小林　晴華   (3)   4m96/+2.1

北陵中

大田　佳音   (3)   4m92/+0.5

中道中

白石　　遥   (3)   4m92/ 0.0

新田中

倉地　彩歌   (3)   4m88/-0.8

倉敷西中

上浦　愛実   (2)   4m81/+0.9

上南中

渡辺　菜穂   (2)   4m73/+1.5

庄中

砲丸投

(2.721kg)

6/10 奥山　琴未   (2)  15m61

NGR上道中

有汲　颯妃   (3)  13m63

吉備中

東山　　愛   (3)  12m45

桜が丘中

菅野　帆乃   (3)  12m26

岡山大附中

木下　愛莉   (3)  12m23

宇野中

角南　衣保   (2)  11m09

児島中

松永　玲那   (3)  11m08

倉敷東中

東原　香桜   (3)  10m80

吉備中

女子

■グランドコンディション

 6月 9日  9:15 晴れ  27.5℃   53％ 北北東 1.5m/s

 6月 9日 10:00 晴れ  27.5℃   53％ 北北西 1.7m/s

 6月 9日 11:00 晴れ  27.5℃   45％ 北 0.8m/s

 6月 9日 12:00 晴れ  29.0℃   46％ 北北西 0.5m/s

 6月 9日 13:00 晴れ  29.0℃   46％ 北北西 1.5m/s

 6月 9日 14:00 晴れ  28.5℃   52％ 北 1.7m/s

 6月 9日 15:00 晴れ  28.5℃   48％ 北東 1.8m/s

 6月 9日 16:00 晴れ  27.5℃   57％ 南南東 1.5m/s

　

 6月10日  9:15 曇り  23.0℃   59％ 北東 0.9m/s

 6月10日 10:00 曇り  24.0℃   60％ 東北東 0.5m/s

 6月10日 11:00 曇り  25.0℃   54％ 北東 0.6m/s

 6月10日 12:00 曇り  24.5℃   56％ 北北東 1.0m/s

 6月10日 13:00 曇り  25.0℃   57％ 北北西 1.0m/s

 6月10日 14:00 曇り  25.5℃   54％ 西北西 0.6m/s

 6月10日 15:00 曇り  25.5℃   57％ 西 1.2m/s

■主催／一般財団法人岡山陸上競技協会

■共催／岡山県中学校体育連盟

■後援／岡山県教育委員会

総　務 神達　靖久

審判長/トラック 藤井　重信

審判長/跳躍 難波　昌広

審判長/投てき 安部　篤征

審判長/スタート 奥井　智昭

審判長/招集所 江國　成徳

記録・情報処理主任小野　隆博

凡例（NGR:大会新記録）


