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倉敷運動公園陸上競技場 332010

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 3/23 秋山　大祐 10.83/+1.2

岡山・岡山ＡＣ

高橋　朋也 10.92/+1.2

岡山・GloryAC

中島　澪哉　(3) 11.01/+1.2

高知・安芸高

齊藤　栄輝　(3) 11.03/+1.2

岡山・倉敷工業高

江國　隼斗 11.04/+1.2

岡山・岡山ＡＣ

諏訪　裕祐 11.07/+0.3

岡山・岡山教員ｸﾗﾌﾞ

安藝　隆二 11.08/+1.2

岡山・倉敷ＴＦＣ

各務　雄登　(2) 11.14/+1.4

岡山・岡山城東高

４００ｍ 3/23 島村　仁晟　(1) 50.26

岡山・岡山城東高

久保　大地　(2) 50.35

広島・福山平成大

能海　　篤　(2) 51.30

岡山・倉敷商業高

宮本　大翔　(1) 51.31

岡山・岡山大安寺中等

時光　佑輔　(3) 51.42

岡山・倉敷工業高

北　　優也 51.66

岡山・三菱自動車水島

山田　泰裕 51.95

岡山・ＯＵＦ

各務　雄登　(2) 52.03

岡山・岡山城東高

１５００ｍ 3/23 古谷野　智洋(2)  4:11.00

岡山・岡山操山高

杉本　　仁　(2)  4:11.93

岡山・邑久中

今田　湧也  4:14.91

岡山・GloryAC

風早　剛志　(3)  4:16.88

岡山・川崎医療福祉大

原田　雄真　(2) 岡山・岡山学芸館高  4:17.49

高辻　宏明 岡山・岡山ＡＣ

森　　海都  4:19.75

岡山・ＯＵＦ

仙波　貴雅  4:19.88

岡山・ｚｉｐｓ

３０００ｍ 3/23 尾関　大成　(2)  8:49.56

岡山・玉野光南高

大森　椋太　(2)  8:58.07

岡山・玉野光南高

浅野　鴻之介(2)  9:09.88

岡山・玉野光南高

難波　景期　(1)  9:15.06

岡山・倉敷高

多賀　健人　(1)  9:16.48

岡山・玉野光南高

太田　祐貴　(1)  9:16.61

岡山・倉敷高

高橋　正尚  9:17.29

岡山・倉敷化工

木村　宣久  9:22.09

岡山・岡山ＡＣ

１１０ｍＨ

(1.067m)

3/23 山科　真之介(2) 15.04/+2.7

岡山・岡山大安寺中等

走高跳 3/23 吉冨　聖矢　(1) 1m95

岡山・岡山芳泉高

犬飼　海斗　(1) 1m80

岡山・川崎医療福祉大

岡田　和眞 1m80

岡山・岡山教員ｸﾗﾌﾞ

花屋　佳明　(1) 1m80

広島・福山平成大

首藤　聡太　(1) 1m75

広島・尾道市立大

星野　　陸　(2) 1m70

岡山・岡山南高

三島　泰樹　(2) 1m65

岡山・岡山朝日高

走幅跳 3/23 平野　智己　(3)   6m62/-1.7

岡山・川崎医療福祉大

仁平　優宙　(2)   6m61/-0.2

岡山・金光学園高

瀬戸川　将章(3)   6m56/+0.1

岡山・岡山大

谷野　光琉　(3)   6m55/-0.9

岡山・金光学園高

駒井　隆二   6m42/-0.1

兵庫・姫路市陸協

末石　有人   6m41/-0.7

岡山・旭化成水島

山下　輝　(2)   6m27/-0.5

岡山・岡山大安寺中等

塩見　隼矢　(2)   6m26/-0.3

岡山・川崎医療福祉大

砲丸投

(7.260kg)

3/23 犬飼　邦明  10m94

岡山・岡山ＡＣ

髙辻　拳士郎(3)   8m92

岡山・関西高

砲丸投

(6.000kg)

3/23 宗兼　憂門　(3)  11m82

岡山・宇野中

海老澤　優　(2)  10m92

岡山・岡山芳泉高

坪井　聡汰　(1)  10m53

岡山・岡山一宮高

坂本　健流　(1)  10m47

岡山・倉敷工業高

伊東　直哉　(2)  10m08

岡山・倉敷天城高

真鍋　光輝　(1)   9m53

岡山・関西高

長谷川　温郎(1)   9m28

岡山・倉敷商業高

乙倉　悠人　(1)   9m05

岡山・岡山城東高

円盤投

(2.000kg)

3/23 髙辻　拳士郎(3)  26m09

岡山・関西高

円盤投

(1.750kg)

3/23 真鍋　光輝　(1)  30m79

岡山・関西高

竹花　悠人　(2)  30m66

岡山・倉敷商業高

宗兼　憂門　(3)  29m77

岡山・宇野中

原　　孝輔　(2)  29m59

岡山・倉敷工業高

伊東　直哉　(2)  27m15

岡山・倉敷天城高

坪井　聡汰　(1)  25m25

岡山・岡山一宮高

乙倉　悠人　(1)  22m97

岡山・岡山城東高

長谷川　温郎(1)  22m55

岡山・倉敷商業高

男子

１００ｍ 3/23 藤田　英里　(2) 12.78/-0.4

岡山・岡山操山高

谷本　きなり(1) 13.11/-0.4

岡山・金光学園高

劒持　芽依　(1) 13.18/-0.3

岡山・岡山城東高

原　佳奈穂　(1) 13.20/-0.4

岡山・岡山操山高

今西　春香　(2) 13.24/-0.4

岡山・岡山東商業高

石田　菜摘　(2) 13.25/-0.4

岡山・岡山城東高

益田　萌絵　(1) 13.28/-0.3

岡山・岡山城東高

田阪　亜樹 13.45/-0.3

広島・せとなみＴＣ

４００ｍ 3/23 高木　里奈　(1) 57.96

岡山・川崎医療福祉大

田阪　亜樹 59.15

広島・せとなみＴＣ

藤田　英里　(2) 59.79

岡山・岡山操山高

綾野　千優　(2)  1:00.57

岡山・岡山芳泉高

原　佳奈穂　(1)  1:00.69

岡山・岡山操山高

今西　春香　(2)  1:00.84

岡山・岡山東商業高

楢﨑　理海　(2)  1:01.09

岡山・岡山一宮高

工藤　音花　(2)  1:02.04

岡山・岡山朝日高

１５００ｍ 3/23 萩原　柚乃　(1)  4:42.48

岡山・倉敷高

田阪　亜樹  4:44.32

広島・せとなみＴＣ

綾野　千優　(2)  4:46.75

岡山・岡山芳泉高

藤田　彩希　(2)  4:47.32

岡山・倉敷高

奈爪　桃花　(2)  4:51.28

岡山・山南中

山下　夏実　(2)  4:53.80

岡山・倉敷高

江尻　佳乃　(2)  4:54.35

岡山・倉敷高

市本　桃子　(2)  4:55.06

岡山・玉野光南高

３０００ｍ 3/23 大隅　愛衣　(2) 10:49.56

岡山・岡山東商業高

梅里　　夢　(2) 10:58.27

岡山・岡山南高

難波　聖菜　(2) 11:04.74

岡山・福南中

今田　結月　(2) 11:11.71

岡山・岡山東商業高

太田　夏希　(2) 11:13.00

岡山・岡山東商業高

藤井　美春　(3) 11:20.14

岡山・琴浦中

大西　未来　(2) 11:24.70

岡山・芳泉中

守本　詩麻　(2) 11:26.09

岡山・福南中

１００ｍＨ

(0.838m)

3/23 宇那木　咲良(3) 15.88/+0.9

岡山・岡山大

工藤　音花　(2) 15.91/+0.9

岡山・岡山朝日高

東脇　あんの(1) 16.89/+0.9

岡山・岡山南高

福井　茉穂　(3) 16.96/+0.9

岡山・岡山大

走高跳 3/23 山口　更紗　(2) 1m55

兵庫・岡山大

椿　　朱音　(2) 1m40

岡山・岡山南高

鳥越　さくら(1) 1m35

岡山・倉敷商業高

布利幡　里奈(1) 1m30

岡山・倉敷商業高

走幅跳 3/23 丸田　紬月　(2)   5m16/+0.1

岡山・邑久中

野見　こころ(1)   4m97/+0.4

広島・比治山女子高

谷田　心優　(3)   4m94/ 0.0

岡山・倉敷ＴＦＣ

澤田　美奈　(1)   4m90/+0.4

岡山・川崎医療福祉大

渡辺　菜穂　(2)   4m88/-0.2

岡山・庄中

摺河　史華　(2)   4m87/+1.3

岡山・山南中

竹谷　香々名(2)   4m74/+1.0

岡山・ＯＳＩT&F

佐々倉　七瀬(2)   4m74/+1.5

広島・比治山女子高

砲丸投

(4.000kg)

3/23 東山　綾花　(2)   9m50

岡山・岡山城東高

劒持　未瑠　(1)   8m54

岡山・岡山芳泉高

小嵐　みなみ(1)   7m57

岡山・東岡山工業高

円盤投

(1.000kg)

3/23 劒持　未瑠　(1)  17m91

岡山・岡山芳泉高

女子

１００ｍ 3/23 兼清　　駿　(3) 11.59/+0.2

岡山・倉敷南中

岡　　滉貴　(3) 11.70/+0.2

岡山・倉敷西中

大田　暖人　(3) 11.71/+0.2

岡山・中道中

久葉　誠也　(3) 11.77/+0.2

岡山・倉敷ＴＦＣ

中田　　錠　(2) 11.77/+0.2

岡山・福田南中

坂田　陽大　(1) 11.80/+0.3

高知・香長中

岡野一　皓稀(2) 11.82/+0.2

岡山・倉敷天城中

藤山　健伸　(2) 11.93/-0.1

岡山・東陽中

４００ｍ 3/23 西山　　慧　(3) 52.69

岡山・東陽中

松田　幸大　(2) 53.75

岡山・芳泉中

浜野　雄気　(3) 54.55

岡山・吉備中

藤山　健伸　(2) 54.81

岡山・東陽中

只佐　悠真　(2) 55.27

岡山・庄中

太田　輝星　(2) 56.23

岡山・玉島東中

藤原　煌牙　(2) 56.30

岡山・児島中

角南　秀行　(2) 56.57

岡山・児島中

１１０ｍＨ

(0.914m)

3/23 安福　柊汰　(3) 14.92/-0.0

岡山・金光学園中

栁井　佑太　(3) 15.77/-0.0

高知・香長中

安藤　　駿　(2) 17.26/-0.0

岡山・桑田中

塚前　　俊　(2) 17.41/-0.0

岡山・倉敷南中

藤原　　光　(2) 17.72/+0.5

岡山・郷内中

山本　晴也　(2) 17.92/+0.1

岡山・東陽中

難波　泰行　(2) 18.13/-0.0

岡山・竜操中

永瀬　裕大　(2) 18.54/+0.5

岡山・倉敷南中

走高跳 3/23 周藤　　尊　(3) 1m90

岡山・石井中

岡本　　譲　(3) 1m70

岡山・宇野中

高畠　優昇　(2) 1m70

岡山・市操山中

則保　雄飛　(3) 1m65

岡山・吉備中

永瀬　裕大　(2) 岡山・倉敷南中 1m60

井上　烈王　(2) 岡山・八浜中

森本　悠介　(2) 岡山・操南中 1m60

築山　瑛斗　(2) 岡山・竜操中

砲丸投

(5.000kg)

3/23 伊加　海璃　(1)  11m92

岡山・邑久中

難波　聖司　(2)  11m82

岡山・宇野中

田中　寿芽　(2)  11m51

岡山・庄中

三宅　真麻希(2)  10m34

岡山・荘内中

小倉　陽斗　(1)   9m12

岡山・児島中

松本　涼平　(2)   8m98

岡山・児島中

中山　瑞己　(2)   8m75

岡山・操南中

山内　旺介　(2)   8m70

岡山・倉敷西中

円盤投

(1.500kg)

3/23 三宅　真麻希(2)  25m93

岡山・荘内中

小倉　陽斗　(1)  20m96

岡山・児島中

伊加　海璃　(1)  20m47

岡山・邑久中

中山　瑞己　(2)  18m55

岡山・操南中

平井　夏輝　(2)  17m93

岡山・石井中

前田　珠佑　(2)  17m45

岡山・荘内中

男子
中学

１００ｍ 3/23 島田　柚葉　(2) 12.54/+1.7

岡山・倉敷南中

金光　沙月　(2) 13.10/+1.7

岡山・さくら走練

中島　夢乃　(1) 13.10/+1.7

高知・安芸中

渡辺　菜穂　(1) 13.15/+0.9

岡山・庄中

石原　涼華　(1) 13.32/+1.7

岡山・さくら走練

橋目　咲季　(3) 13.36/+1.7

岡山・さくら走練

大石　梨華子(1) 13.38/+0.9

高知・安芸中

丸田　紬月　(2) 13.42/+1.7

岡山・邑久中

４００ｍ 3/23 有富　　郁　(2)  1:00.96

岡山・吉備中

葛原　沙知　(2)  1:02.98

岡山・中山中

谷　　青夏　(2)  1:04.33

高知・安芸中

島田　柚葉　(2)  1:05.87

岡山・倉敷南中

中島　夢乃　(1)  1:06.13

高知・安芸中

平田　晏理　(1)  1:06.36

岡山・中山中

國光　栞奈　(3)  1:06.64

高知・安芸中

苅田　彩夏　(1)  1:07.91

岡山・吉備中

１００ｍＨ

(0.762m)

3/23 那須　香音　(2) 16.31/-0.7

岡山・倉敷天城中

渡辺　菜穂　(1) 16.35/-0.7

岡山・庄中

松本　　彩　(2) 16.97/-0.7

岡山・倉敷ＴＦＣ

河田　千尋　(2) 17.00/-0.7

岡山・吉備中

岡田　夏美　(2) 17.73/-0.3

岡山・福南中

高平　佳菜　(2) 17.80/-0.3

岡山・山南中

高木　祥江　(2) 17.83/-0.7

岡山・吉備中

花岡　汐音  (2) 18.30/-0.4

岡山・味野中

走高跳 3/23 尾池　　優  (2) 1m55

岡山・味野中

木村　珠久　(1) 1m55

岡山・石井中

髙比良　歩奈(2) 1m40

岡山・倉敷西中

難波　萌花　(2) 岡山・中山中 1m35

三宅　唯央里(1) 岡山・倉敷ＴＦＣ

尾崎　心優　(1) 岡山・郷内中 1m35

藤井　由衣　(2) 岡山・倉敷西中

岡野　一葉　(2) 1m30

岡山・荘内中

砲丸投

(2.721kg)

3/23 松永　玲那　(3)  12m57

岡山・倉敷東中

角南　衣保　(2)  11m91

岡山・児島中

塚本　千穂　(2)  11m79

岡山・郷内中

長尾　柚希　(1)  10m91

岡山・郷内中

真鍋　奈都萌(2)   9m62

岡山・児島中

高木　祥江　(2)   9m27

岡山・吉備中

河田　千尋　(2)   9m19

岡山・吉備中

道久　佳南　(1)   8m61

岡山・児島中

円盤投

(1.000kg)

3/23 角南　衣保　(2)  28m04

岡山・児島中

真鍋　奈都萌(2)  26m63

岡山・児島中

女子
中学

■グランドコンディション

 3月23日  9:00 曇り   9.0℃   73％ 北 0.8m/s

 3月23日 10:00 曇り  10.5℃   62％ 北西 0.6m/s

 3月23日 11:00 曇り  11.0℃   75％ 北東 0.6m/s

 3月23日 12:00 曇り  11.5℃   57％ 南南東 0.4m/s

　

 3月23日 13:00 曇り  12.0℃   76％ 南東 2.0m/s

 3月23日 14:00 曇り  11.5℃   57％ 北東 2.2m/s

 3月23日 15:00 曇り  12.5℃   53％ 北北東 0.9m/s

 3月23日 16:00 晴れ   9.0℃   73％ 東 2.1m/s

 3月23日 17:00 雨     7.5℃   93％ 北東 1.8m/s

■主催／倉敷市陸上競技協会

■共催／倉敷市

総　務 藤原　政人

審判長 長谷川　昌弘

記録・情報処理主任荒井　　太


