
第３回総社市陸上競技選手権大会第３回総社市陸上競技選手権大会第３回総社市陸上競技選手権大会第３回総社市陸上競技選手権大会 18330718 2018年8月5日(日)      決勝一覧表　　　
主催：総社市陸上競技協会　　　競技場：総社北公園陸上競技場 333060

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ
《１～４年生》

8/5 壇上　頼斗(4) 16.04/-2.7
岡山・総社Jr

七村　颯大(4) 16.26/-2.7
岡山・総社Jr

進藤　颯斗(4) 16.96/-2.7
岡山・GEMSTAR

中川　夢稀(3) 17.28/-0.9
岡山・常盤ＡＣ

片伯部　星空(3) 17.31/-2.7
岡山・常盤ＡＣ

流羽　應史朗(3) 18.34/-0.9
岡山・常盤ＡＣ

石川　大愛(4) 18.39/-0.9
岡山・総社Jr

藤森　晄生(4) 18.45/-2.7
岡山・常盤ＡＣ

１００ｍ
《５・６年生》

8/5 小谷　瑞葵(6) 15.01/-1.0
岡山・総社Jr

小鍛治　慧奎(5) 15.17/-1.3
岡山・常盤ＡＣ

本行　太一(5) 15.29/-1.3
岡山・常盤ＡＣ

西本　悠人(6) 15.33/-1.3
岡山・常盤ＡＣ

野上　粋世(6) 15.54/-1.3
岡山・総社Jr

上野　拓真(6) 15.95/-1.3
岡山・総社Jr

村木　明澄(6) 16.08/-1.0
岡山・総社Jr

仕田原　和也(6) 16.17/-1.3
岡山・総社Jr

１０００ｍ 8/5 楠　　大翔(6)  4:21.17
岡山・総社Jr

４×１００ｍ 8/5 総社ジュニアＡ･岡山  1:00.81
守安　　聖(6)
小谷　瑞葵(6)
村木　明澄(6)
野上　粋世(6)

総社ジュニアＣ･岡山  1:05.11
石川　大愛(4)
七村　颯大(4)
守安　　颯(4)
壇上　頼斗(4)

総社ジュニアＢ･岡山  1:06.03
池本　瑛也(4)
上野　拓真(6)
仕田原　和也(6)
角田　千聡(5)

走幅跳 8/5 守安　　聖(6)   3m93/+0.0
岡山・総社Jr

守安　　颯(4)   3m73/+0.3
岡山・総社Jr

楠　　大翔(6)   3m10/-0.3
岡山・総社Jr

進藤　颯斗(4)   2m93/+0.2
岡山・GEMSTAR

小谷　歩翔(4)   2m65/+0.3
岡山・総社Jr

男子
小学

１００ｍ 8/5 武田　陽斗(2) 12.17/-0.9
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

平井　飛羽(2) 12.32/-0.9
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

吉田　蒼太(2) 12.78/-1.3
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

七村　雄大(2) 12.91/-0.9
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

山本　大輔(2) 13.07/-0.9
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

樋口　嵩琉(1) 13.35/-1.3
岡山・総社中

高草　啓希(1) 14.24/-1.3
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

伊藤　怜央(1) 14.47/-0.9
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

１５００ｍ 8/5 瀬尾　啓太(1)  5:16.81
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

３０００ｍ 8/5 瀬尾　啓太(1) 11:46.92
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

４×１００ｍ 8/5 総社ジュニアＡ･岡山  1:20.00
吉田　蒼太(2)
武田　陽斗(2)
山本　大輔(2)
七村　雄大(2)

走幅跳 8/5 伊藤　怜央(1)   4m51/+0.6
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

金﨑　陽平(1)   3m40/-0.6
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

男子
中学

１００ｍ 8/5 舩橋　　涼(2) 11.63/-0.7
岡山・関西高

中村　唯人(2) 12.05/-0.7
岡山・高松農業高

水野　颯人(2) 12.25/-0.7
岡山・高松農業高

坂口　比呂人(1) 12.46/-0.7
岡山・和気閑谷高

中家　拓也(1) 12.63/-0.7
岡山・和気閑谷高

中西　律稀(1) 12.66/-0.7
岡山・和気閑谷高

別曽　遥也(1) 12.71/-0.7
岡山・高松農業高

４００ｍ 8/5 坂口　比呂人(1) 54.99
岡山・和気閑谷高

丸岡　陸哉(2) 56.46
岡山・高松農業高

藤原　健史(2)  1:00.13
岡山・高松農業高

藤木　海斗(1)  1:05.40
岡山・高松農業高

中西　律稀(1)  1:06.95
岡山・和気閑谷高

８００ｍ 8/5 丸岡　陸哉(2)  2:10.79
岡山・高松農業高

藤木　海斗(1)  2:15.36
岡山・高松農業高

藤原　健史(2)  2:16.44
岡山・高松農業高

走幅跳 8/5 水野　颯人(2)   6m10/-1.1
岡山・高松農業高

中村　唯人(2)   5m76/-1.2
岡山・高松農業高

別曽　遥也(1)   5m44/-1.8
岡山・高松農業高

山本　聖明(1)   5m40/+1.2
岡山・関西高

髙平　将登(2)   4m90/+2.2
岡山・関西高

砲丸投
(6.000kg)

8/5 髙辻　拳士郎(3)   9m27
岡山・関西高

円盤投
(1.750kg)

8/5 髙辻　拳士郎(3)  27m68
岡山・関西高

やり投
(0.800kg)

8/5 錦織　　隼(2)  31m26
岡山・高松農業高

男子
高校

走幅跳 8/5 松田　敬佑(4)   7m51/+1.1
鹿児島・環太平洋大

三宅　諒亨(2)   7m07/-1.1
岡山・環太平洋大

向井　達哉(4)   6m84/-0.6
香川・環太平洋大

秋山　弘樹(4)   5m33/-0.9
愛媛・環太平洋大

男子
大学

１００ｍ 8/5 武田　卓也 11.60/-0.6
岡山・三菱自動車水島

平坂　和弘 11.61/-0.6
岡山・GloryAC

山田　泰裕 11.68/-0.6
岡山・ＯＵＦ

藤井　一輝 11.69/-0.6
岡山・ＯＵＦ

野崎　　晃 11.72/-0.6
岡山・ＯＵＦ

山名　和也 11.78/-0.6
岡山・ＯＵＦ

鳥越　　翔 11.90/-0.6
岡山・GloryAC

島村　　潤 12.22/-0.6
岡山・ＯＵＦ

８００ｍ 8/5 古市　翔也  2:23.08
岡山・GloryAC

三段跳 8/5 島村　　潤  12m92/+0.6
岡山・ＯＵＦ

男子
一般

１００ｍ
《１～４年生》

8/5 薮田　あまね(4) 16.20/-1.1
岡山・総社Jr

木村　凜寧(4) 17.13/-1.1
岡山・総社Jr

森野　友莉(4) 17.31/-1.1
岡山・総社Jr

大村　莉子(4) 17.54/-1.0
岡山・総社Jr

瀬尾　智子(4) 17.67/-1.0
岡山・総社Jr

竹原　茉央(4) 18.03/-1.0
岡山・総社Jr

御厨　穂香(4) 18.04/-1.0
岡山・総社Jr

岩本　栞奈(3) 18.13/-1.0
岡山・総社Jr

１００ｍ
《５・６年生》

8/5 岸本　陽向(6) 15.01/+0.8
岡山・総社Jr

永井　美桜(6) 15.12/+0.8
岡山・総社Jr

水舟　　遥(5) 15.46/+0.8
岡山・常盤ＡＣ

石川　乃彩(6) 15.65/+0.9
岡山・総社Jr

武本　心音(6) 15.78/+0.9
岡山・GEMSTAR

村上　帆乃(5) 15.84/+0.9
岡山・GEMSTAR

田中　結菜(5) 16.09/+0.8
岡山・GEMSTAR

竹岡　来実(5) 16.43/+0.8
岡山・総社Jr

８００ｍ 8/5 高田　沙織(6)  2:53.80
岡山・総社Jr

岩本　栞奈(3)  3:05.76
岡山・総社Jr

孝本　桃香(5)  3:19.83
岡山・総社Jr

小鍛治　茉子(3)  3:32.29
岡山・常盤ＡＣ

４×１００ｍ 8/5 総社ジュニアＡ･岡山  1:00.32
石川　乃彩(6)
岸本　陽向(6)
森谷　心春(6)
永井　美桜(6)

総社ジュニアＢ･岡山  1:04.55
横田　祐香里(5)
高田　沙織(6)
孝本　桃香(5)
竹岡　来実(5)

総社ジュニアＤ･岡山  1:06.04
大村　莉子(4)
木村　凜寧(4)
薮田　あまね(4)
森野　友莉(4)

総社ジュニアＣ･岡山  1:10.98
友野　桃子(5)
瀬尾　智子(4)
御厨　穂香(4)
石川　穂乃(4)

総社ジュニアＥ･岡山  1:13.16
孝本　天香(3)
秋山　亜美(4)
安藤　望叶(3)
竹原　茉央(4)

走幅跳 8/5 森谷　心春(6)   3m86/-0.2
岡山・総社Jr

武本　心音(6)   3m67/-0.2
岡山・GEMSTAR

新山　結菜(5)   2m72/-0.4
岡山・総社Jr

女子
小学

１００ｍ 8/5 岡崎　真衣(2) 13.34/+0.4
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

山本　実夢(2) 13.56/+0.4
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

小﨑　朱里(1) 14.51/+0.4
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

伊藤　さくら(1) 14.93/+0.4
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

平井　美咲(1) 14.97/+0.4
岡山・総社中

４×１００ｍ 8/5 総社ジュニア･岡山 54.06
岡崎　真衣(2)
山本　実夢(2)
伊藤　さくら(1)
小﨑　朱里(1)

走幅跳 8/5 山本　実夢(2)   4m86/+0.3
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

小﨑　朱里(1)   4m33/-0.8
岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

女子
中学

１００ｍ 8/5 西山　愛実(1) 14.17/-1.9
岡山・和気閑谷高

４００ｍ 8/5 西山　愛実(1)  1:07.48
岡山・和気閑谷高

女子
高校

■グランドコンディション
 8月 5日  9:30 晴れ  32.5℃   63％ 北北東 1.2m/s
 8月 5日 10:00 晴れ  33.5℃   60％ 北 1.0m/s
 8月 5日 11:00 晴れ  34.0℃   58％ 北西 0.6m/s

　
 8月 5日 12:00 晴れ  35.0℃   57％ 西 1.0m/s
 8月 5日 13:00 晴れ  35.5℃   58％ 南 2.0m/s

審　判　長 大石　一廣
記録・情報処理主任中原　邦明


