
第１１回ＢＩＺＥＮナイター陸上フェスティバル第１１回ＢＩＺＥＮナイター陸上フェスティバル第１１回ＢＩＺＥＮナイター陸上フェスティバル第１１回ＢＩＺＥＮナイター陸上フェスティバル 18330735 2018年8月11日(土)      決勝一覧表　　　
備前市総合運動公園陸上競技場 333050

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 8/11 中永　利也 11.51/-0.2

岡山・岡山ＡＣ

野田　和也(2) 12.07/+0.2

岡山・岡山学芸館高

丹田　康博(2) 12.15/-0.2

岡山・岡山学芸館高

岩本　侑己(2) 12.19/+0.2

岡山・岡山学芸館高

片島　寛太(2) 岡山・岡山学芸館高 12.38/-0.2

河原　祐樹(1) 岡山・岡山学芸館高 12.38/+0.2

岩田　崇志(1) 12.73/-0.2

岡山・岡山学芸館高

衣笠　　秀(1) 12.90/+0.2

岡山・備前緑陽高

１５００ｍ 8/11 原田　雄真(2)  4:22.76

岡山・岡山学芸館高

村上　朋郎(1)  4:30.77

岡山・岡山学芸館高

山田　一登(2)  4:32.29

岡山・岡山学芸館高

杉本　祥太郎(2)  4:36.92

岡山・岡山学芸館高

来見  健史  4:39.86

大阪・クラブR2西日本

櫻田　創也(1)  4:48.33

岡山・岡山学芸館高

上村　彩門  4:49.93

岡山・モミジヤＡＣ

在里　　陸(2)  4:58.83

岡山・岡山学芸館高

５０００ｍ 8/11 岡本　　翆 18:06.11

岡山・倉敷福田走友会

遠藤　潤一 18:27.44

岡山・岡山ＡＣ

藤原　　浩 20:31.38

岡山・児島ﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ

仁科　友佑(2) 21:00.52

岡山・備前緑陽高

男子
高校生
一般

１００ｍ 8/11 谷口　聖真(3) 12.05/+0.3

岡山・備前中

濵田　健吾(3) 12.20/-0.1

岡山・備前中

秋田　　翔(3) 12.32/+0.3

岡山・宇野中

疋田　　壮(1) 岡山・邑久中 12.70/-0.1

繁定　　堅(1) 岡山・瀬戸ＳＣ 12.70/+0.3

光吉　真之介(1) 12.74/+0.3

岡山・邑久中

角野　　成(3) 12.80/-0.1

岡山・備前中

桑原　　楓(2) 12.90/+0.3

岡山・備前中

１５００ｍ 8/11 杉本　　仁(2)  4:30.05

岡山・邑久中

藤原　　蓮(2)  4:35.01

岡山・邑久中

武田　聡真(2)  4:35.24

岡山・備前中

福井　渚大(2)  4:35.60

岡山・宇野中

有吉　春陽(2)  4:42.03

岡山・上道中

川本  一太(1)  4:53.70

岡山・西大寺中

庄治　大翔(1)  4:54.96

岡山・邑久中

岡本　愛翼(2)  4:59.05

岡山・備前中

走幅跳 8/11 小山　晃青(3)   5m89/+1.4

岡山・邑久中

太田　璃空(3)   5m49/+0.5

兵庫・上郡中

男子
中学生

１００ｍ 8/11 柴岡　秀弥(3) 15.32/+1.5

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

松本　大輝(3) 16.27/+0.4

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

高橋　依吹(3) 16.44/+0.4

岡山・瀬戸ＳＣ

岡村　侑亮(3) 16.67/+1.0

岡山・福浜小

太田　琉生(3) 16.99/+0.7

兵庫・上郡陸上教室

河本　蒼佑(3) 17.16/+1.0

岡山・ゆめりく

原田　結永(3) 岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競 17.27/+1.5

正富  頼久(3) 岡山・上南ＡＣ 17.27/+0.7

横山　昇馬(3) 兵庫・上郡陸上教室 17.27/+1.0

男子
小学生
低学年

１００ｍ 8/11 岡村　涼佑(5) 14.43/+0.2

岡山・福浜小

國塩　大翔(6) 14.45/-0.0

岡山・ゆめりく

長崎　　航(6) 14.54/+0.1

岡山・芳泉小

井上　陽貴(6) 14.57/-0.0

兵庫・上郡陸上教室

徳永　龍一(5) 14.70/-0.0

岡山・ＭＣＲ和気

杉香　奏多(5) 15.03/+0.2

岡山・幡多クラブ

津村　祥斗(6) 15.10/+0.2

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

魚瀬　凌太(6) 15.11/+0.1

岡山・ゆめりく

１０００ｍ 8/11 細見　唯翔(6)  3:16.40

兵庫・上郡陸上教室

加藤　大和(6)  3:18.68

岡山・浅口ジュニア

平田　成利(6)  3:22.01

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

川本  航太(4)  3:23.00

岡山・上南ＡＣ

井上　隆世(6)  3:25.77

岡山・ゆめりく

久保  拓未(5)  3:26.88

岡山・上南ＡＣ

川本  晄太(5)  3:26.90

岡山・上南ＡＣ

石坂　祐樹(4)  3:26.96

岡山・ゆめりく

走幅跳 8/11 石黒　光記(6)   3m78/-0.1

岡山・ゆめりく

野崎　愉詩(6)   3m68/-0.1

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

古賀  一輝(6)   3m45/+1.0

岡山・上南ＡＣ

川本  翔太(6)   3m22/+0.4

岡山・上南ＡＣ

藤井　逞光(5)   3m20/-0.9

兵庫・上郡陸上教室

小谷　大和(6)   3m19/-0.6

兵庫・上郡陸上教室

中塚　篤輝(5)   3m17/+0.0

兵庫・上郡陸上教室

今田　悠介(4)   3m10/-0.9

岡山・ゆめりく

男子
小学生
高学年

８００ｍ 8/11 竹原　和可子(2)  2:38.16

岡山・岡山学芸館高

女子
高校生
・一般

１００ｍ 8/11 馬場　美由紀(3) 13.69/-1.7

岡山・邑久中

森本　未結(2) 13.74/-0.7

岡山・邑久中

白神　綾乃(3) 13.79/-1.7

岡山・ＯＳＩT&F

柴田　亜美(2) 14.04/-0.7

岡山・邑久中

疋田　萌夏(1) 14.33/-1.7

岡山・邑久中

草野　菜々子(2) 14.41/-1.7

岡山・ＯＳＩT&F

中山　ねね(1) 14.43/-0.7

岡山・ＯＳＩT&F

山下　芹華(1) 14.53/-0.7

岡山・ＯＳＩT&F

８００ｍ 8/11 川野　さくら(2)  2:26.45

岡山・邑久中

今田　幸希奈(2)  2:28.42

岡山・邑久中

前田　晴加(3)  2:29.22

岡山・邑久中

別府　柊羽(2)  2:32.91

岡山・備前中

牧野　色花(2)  2:36.57

岡山・上道中

延原　日和(2)  2:40.24

岡山・備前中

郡司掛　恵子(2)  2:43.02

岡山・備前中

福光　桃香(1)  2:44.48

岡山・福浜中

走幅跳 8/11 丸田　紬月(2)   5m14/-0.1

岡山・邑久中

草野　理子(1)   4m14/+0.4

岡山・中山中

中西　結命子(2)   4m14/-0.6

岡山・備前中

樋口　美桜(1)   3m79/+0.6

岡山・宇野中

女子
中学生

１００ｍ 8/11 延原　日葵(3) 16.30/-0.0

岡山・伊里小

藤井  乙葉(3) 17.79/-0.3

岡山・上南ＡＣ

柴田　亜由果(3) 18.21/-0.3

岡山・ゆめりく

杉香　　遥(3) 18.27/-0.3

岡山・幡多クラブ

丸山　菜瑠(2) 18.87/-0.0

岡山・ゆめりく

西川　穂乃(3) 19.12/-0.3

岡山・瀬戸ＳＣ

中桐  杏理(2) 19.19/-0.3

岡山・上南ＡＣ

吉野　心那(3) 19.27/-0.0

岡山・瀬戸ＳＣ

女子
小学生
低学年

１００ｍ 8/11 嶋村　百花(6) 14.12/+0.0

岡山・ゆめりく

石部　里奈(5) 14.82/+0.8

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

高橋　佑奈(5) 15.06/+0.8

岡山・瀬戸ＳＣ

木見　鈴菜(5) 15.21/+0.0

岡山・平福小

赤木　乃娃(6) 15.41/+0.0

岡山・瀬戸ＳＣ

大前　結愛(6) 15.43/+0.0

兵庫・上郡陸上教室

加藤　凛花(6) 15.44/+0.0

岡山・ゆめりく

小野　亜衣莉(6) 15.45/+0.0

岡山・福島小

８００ｍ 8/11 馬場　咲菜(6)  2:44.57

岡山・ゆめりく

川島　陽和(5)  2:45.90

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

鎌腰　愛子(4)  2:47.57

岡山・深山ＳＣ

井上　華奈(4)  2:53.41

岡山・ゆめりく

正富  菜緒(5)  2:53.85

岡山・上南ＡＣ

古家　里奈(6)  2:56.44

岡山・深山ＳＣ

小倉　叶萌(4)  2:58.83

岡山・深山ＳＣ

柴田　菜那(4)  2:59.42

岡山・瀬戸ＳＣ

走幅跳 8/11 丸山　結菜(6)   3m46/-0.8

岡山・ゆめりく

森　悠歩乃(6)   2m89/+1.3

岡山・瀬戸ＳＣ

女子
小学生
高学年

１５００ｍ 8/11 生馬　知季  3:30.18

岡山・WORLD-AC

松永　仁志  3:38.85

岡山・WORLD-AC

高田　雄三  3:52.70

岡山・WORLD-second

能島　孝洋  4:04.10

岡山・岡山市役所

男子
車椅子

１５００ｍ 8/11 小西　恵子  4:15.14

兵庫・ｼｰｽﾞｱｽﾘｰﾄ

藤本　彩加  6:47.50

岡山・桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

御船　愛乃  7:04.30

岡山・桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

小西　麻沙妃  7:19.80

岡山・桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

女子
車椅子

５×１１００ｍ 8/11 岡山学芸館高Ａ 16:12.0 岡山学芸館高Ｂ 17:32.0 備前ＴＦＣ男子 17:45.0 上南ＡＣ（Ｓ） 17:47.0 邑久中Ａ 18:19.0 岡山学芸館高Ｃ 18:29.0 ゆめりくＡ 18:30.0 備前中Ｂ 18:31.0男子

５×１１００ｍ 8/11 上南ＡＣ（Ａ） 20:15.0 ゆめリくＢ 20:46.0 備前市ジュニア陸競Ａ 21:16.0 上南ＡＣ（Ｂ） 21:50.0 上郡陸上教室Ａ 21:52.0 深山ＳＣ 22:11.0 備前市ジュニア陸競Ｂ 22:52.0 ゆめりくＣ 22:56.0男子
小学生

５×１１００ｍ 8/11 邑久中Ａ 19:09.0 備前中女子 20:44.0 邑久中Ｂ 21:24.0 備前ＴＦＣ女子 22:21.0女子

５×１１００ｍ 8/11 ゆめりくＥ 20:57.0 備前市ジュニア陸競Ｃ 21:47.0 ゆめりくＦ 21:48.0 備前市ジュニア陸競Ｄ 26:27.0女子小
学生

■グランドコンディション

 8月11日 16:00 晴れ  32.0℃   73％ 北西 0.5m/s

 8月11日 17:00 晴れ  31.0℃   75％ 北西 0.1m/s

　

 8月11日 18:00 晴れ  29.5℃   68％ 西 2.0m/s

 8月11日 19:00 晴れ  28.5℃   81％ 西 1.5m/s

■主催／備前市陸上競技協会

　　　　備前市施設管理公社

審　判　長 波多野　政司

記録・情報処理主任岡村　愛子


