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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》

9/2 七村　颯大  (4) 15.54/+0.5

総社ｼﾞｭﾆｱ

壇上　頼斗  (4) 15.74/+2.0

総社ｼﾞｭﾆｱ

中川　夢稀  (3) 16.24/+0.0

常盤ＡＣ

原　　和奏  (4) 16.32/+1.6

倉敷ＪＣ

守安　　颯  (4) 16.34/+0.5

総社ｼﾞｭﾆｱ

高杉　怜矢  (4) 16.51/+0.5

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

増田　悠人  (4) 16.64/+1.6

倉敷ＪＣ

四元　志優  (3) 16.69/+0.8

倉敷ＪＣ

１００ｍ

《５・６年生》

9/2 小松原　千騎(6) 13.07/+0.3

倉敷ＪＣ

長崎　　航  (6) 14.10/+0.3

芳泉小

酒井　大輔  (5) 14.11/+0.1

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

高木　真生  (6) 14.28/+0.3

倉敷ＪＣ

藤原　望凪  (6) 14.61/+0.3

倉敷ＪＣ

尾崎　友翔  (5) 14.63/+0.8

倉敷ＪＣ

小谷　瑞葵  (6) 14.67/+0.3

総社ｼﾞｭﾆｱ

徳永　龍一  (5) 14.68/+0.1

ＭＣＲ和気

１０００ｍ 9/2 酒井　大輔  (5)  3:31.88

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

長崎　　航  (6)  3:32.60

芳泉小

久安　和騎  (5)  3:39.02

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

上野　智大  (6)  3:43.47

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

高杉　怜矢  (4)  3:44.25

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

三宅　永流  (5)  3:44.46

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

藤井　瑛琉  (5)  4:09.74

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

高田　一始  (3)  4:11.16

総社ｼﾞｭﾆｱ

４×１００ｍ

《１～４年生》

9/2 倉敷ＪＣ　Ｅ  1:08.09

赤井　俊斗  (4)

井上　愛翔  (4)

原　　和奏  (4)

増田　悠人  (4)

ＭＣＲ和気  1:10.41

竹内　祥悟  (1)

秋久　瑛太  (4)

吉原　慧人  (3)

田中　汰河  (4)

倉敷ＪＣ　Ｆ  1:10.55

中原　蒼依  (4)

新　　優一  (4)

高木　瞬生  (4)

吉賀　　敬  (4)

４×１００ｍ

《５・６年生》

9/2 倉敷ＪＣ　Ａ 56.39

藤原　望凪  (6)

小松原　千騎(6)

高木　真生  (6)

片岡　龍志  (6)

総社ジュニアＡ 59.25

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Ｂ  1:02.82

角田　千聡  (5)

七村　颯大  (4)

守安　　颯  (4)

壇上　頼斗  (4)

男子
小学生

１００ｍ

《１～４年生》

9/2 佐藤　地央  (4) 15.51/+0.6

倉敷ＪＣ

水流　和々花(4) 15.85/-0.2

倉敷ＪＣ

坂本  心菜  (3) 15.95/+2.4

常盤ＡＣ

薮田　あまね(4) 16.09/-0.4

総社ｼﾞｭﾆｱ

竹内　　梓  (4) 16.61/+0.6

ＭＣＲ和気

枚田　古都葉(4) 16.90/-0.4

倉敷ＪＣ

上村　菜々美(4) 16.93/+0.6

倉敷ＪＣ

藤井　愛奈  (4) 17.02/+0.6

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

１００ｍ

《５・６年生》

9/2 原田　美來  (6) 13.39/+0.2

倉敷ＪＣ

原田　みのり(6) 14.03/+0.2

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

枚田　乃々葉(6) 14.40/+0.2

倉敷ＪＣ

近藤　優奈  (6) 14.92/+0.1

倉敷ＪＣ

張谷　美榛  (6) 14.93/+0.1

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

谷本　楓和  (6) 14.99/+0.1

倉敷ＪＣ

片岡　優姫  (6) 15.02/+0.2

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

岸本　陽向  (6) 15.06/+0.1

総社ｼﾞｭﾆｱ

８００ｍ 9/2 藤井　麗音  (6)  2:57.43

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

大森　乙永  (5)  3:26.79

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

御厨　穂香  (4)  3:46.48

総社ｼﾞｭﾆｱ

４×１００ｍ

《１～４年生》

9/2 倉敷ＪＣ　Ｇ  1:02.60

佐藤　地央  (4)

田中　茉穂  (4)

水流　和々花(4)

枚田　古都葉(4)

井原陸上クラブＢ  1:06.82

藤井　愛奈  (4)

藤井　　麗  (4)

山本　徠月  (4)

中西　心乃  (3)

総社ジュニアＣ  1:08.35

石川　穂乃  (4)

大村　莉子  (4)

瀬尾　智子  (4)

薮田　あまね(4)

ＭＣＲ和気  1:08.37

田中　くるみ(4)

竹内　　梓  (4)

恒次　茄奈  (4)

平岩　愛夏  (4)

倉敷ＪＣ　Ｈ  1:08.78

山口　楓華  (4)

上村　菜々美(4)

吉本　はるな(4)

安原　玲衣那(4)

総社ジュニアＤ  1:08.89

御厨　穂香  (4)

竹原　茉央  (4)

孝本　天香  (3)

岩本　栞奈  (3)

４×１００ｍ

《５・６年生》

9/2 倉敷ＪＣ　Ｂ 55.75

近藤　優奈  (6)

原田　美來  (6)

枚田　乃々葉(6)

鈴木　亜虹  (6)

井原陸上クラブＡ 58.41

張谷　美榛  (6)

原田　みのり(6)

片岡　優姫  (6)

藤井　麗音  (6)

総社ジュニアＡ  1:00.65

石川　乃彩  (6)

岸本　陽向  (6)

森谷　心春  (6)

永井　美桜  (6)

倉敷ＪＣ　Ｃ  1:02.97

江口　寧音  (5)

三村　寿心寧(5)

田中　結菜  (5)

鈴木　智那  (5)

倉敷ＪＣ　Ｄ  1:06.83

大森　星奈  (5)

香西　姫愛  (5)

平野　裕理  (5)

守安　彩花  (5)

総社ジュニアＢ  1:09.46

藤岡　柚凪  (5)

孝本　桃香  (5)

新山　結菜  (5)

友野　桃子  (5)

女子
小学生

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 

(1km)

9/2 野上　粋世  (6)  4:12

総社ｼﾞｭﾆｱ

楠　　大翔  (6)  4:27

総社ｼﾞｭﾆｱ

男子
小学生

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 

(1km)

9/2 岩本　栞奈  (3)  4:17

総社ｼﾞｭﾆｱ

瀬尾　智子  (4)  4:54

総社ｼﾞｭﾆｱ

女子
小学生

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ

(3km/ｵｰﾌﾟﾝ)

9/2 片田　　堅  9:52

自衛隊岡山

太田　康介 10:47

岡山陸協

米谷　浩一 11:22

自衛隊岡山

男子
一般

■グランドコンディション

 9月 2日 10:00 曇り  28.0℃   70％ 東 0.8m/s

 9月 2日 11:00 曇り  29.7℃   65％ 東南東 0.3m/s

 9月 2日 12:00 曇り  31.4℃   57％ 南 0.4m/s

 9月 2日 13:00 曇り  32.4℃   58％ 東南東 1.1m/s

■主催／総社市陸上競技協会

■後援／総社市

　　　　総社市教育委員会

　

　　　　　　　　　※本競技会は「未公認競技会」のため，記録は公認記録としては認められません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

審　判　長 中原　邦明

記録・情報処理主任大石　一廣


