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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 4/7 池澤　翔輝 (4) 11.02/-1.8

兵庫・環太平洋大

谷本　直輝 (3) 11.07/-1.0

佐賀・環太平洋大

秋山　幸希 (4) 11.22/-2.8

岡山・岡山大

小林　太一 (4) 11.29/-2.8

鳥取・環太平洋大

北之防　健太 (2) 11.30/-1.5

大阪・環太平洋大

久住　琢己 (3) 11.30/-2.8

兵庫・環太平洋大

林　　頼人 (1) 11.31/-1.0

島根・岡山商科大

三浦　恵史 (2) 11.33/-2.8

熊本・環太平洋大

２００ｍ 4/7 池澤　翔輝 (4) 22.13/-2.5

兵庫・環太平洋大

川島　俊平 (2) 22.83/-2.5

福岡・環太平洋大

神田　恭輔 (4) 22.92/-2.5

島根・岡山大

竹内　友希 (3) 22.93/-2.5

岡山・岡山大

上田　明日翔 (3) 23.08/-1.3

岡山・岡山大

白川　　辰 (2) 23.20/-2.5

兵庫・岡山大

小森　海世 (3) 23.50/-1.3

熊本・環太平洋大

尾崎　　巧 (3) 23.69/-1.3

岡山・岡山大

４００ｍ 4/7 堀川　紘夢 (3) 50.28

広島・環太平洋大

西口　　匠 (4) 50.50

熊本・環太平洋大

西本　俊樹 (3) 51.77

岡山・岡山大

西尾　颯太 (2) 52.29

兵庫・環太平洋大

森田　淳也 (2) 52.33

広島・環太平洋大

西田　侑生 (3) 52.62

山口・環太平洋大

白井　悠真 (2) 53.38

広島・環太平洋大

山下　皓大 (2) 53.82

岡山・岡山大

８００ｍ 4/7 楠本　泰士 (3)  2:05.61

岡山・岡山大

大江　将樹 (M2)  2:06.85

香川・岡山大

加百　勇登 (3)  2:13.29

岡山・岡山大

中野　文貴 (1)  2:16.89

岡山・岡山商科大

１５００ｍ 4/7 岡　　優材 (2)  4:36.86

岡山・岡山理科大

５０００ｍ 4/7 岡田　知憲 (3) 17:47.36

岡山・岡山理科大

佐藤　　元 (4) 17:48.94

岡山・倉敷芸術科学大

八木　　晶 (2) 18:45.50

岡山・岡山理科大

東山　竜也 (3) 19:46.51

岡山・岡山理科大

４００ｍＨ

(0.914m)

4/7 壱岐　侑大 (3) 52.62

宮崎・環太平洋大

清水　哲彦 (2) 55.87

兵庫・環太平洋大

廣本　朋哉 (M2) 56.60

岡山・岡山大

小泉　　健 (2) 58.06

鳥取・環太平洋大

４×１００ｍ 4/7 岡山大  41.57

福島　悠太 (4) 岡　山

秋山　幸希 (4) 岡　山

遠山　弘樹 (2) 兵　庫

神田　恭輔 (4) 島　根

岡山商科大  42.95

岡田　和大 (2) 岡　山

川原　文太 (2) 愛　媛

武久　　翔 (1) 岡　山

林　　頼人 (1) 島　根

岡山理科大  44.40

藤越　春希 (3) 岡　山

戸田　健太 (3) 岡　山

森本　太喜 (2) 岡　山

廣瀬　正弥 (3) 岡　山

     

走高跳 4/7 女鹿田　匠 (M1) 1m99

岡山・岡山大

香嶋　隼哉 (1) 1m99

奈良・環太平洋大

山崎　琢心 (1) 1m85

岡山・岡山商科大

児玉　優太 (3) 1m80

岡山・岡山大

走幅跳 4/7 谷野　光琉 (1)   7m09/+4.8

岡山・環太平洋大

藤原　琳久 (4)   6m75/+2.1

岡山・岡山商科大

川原　文太 (2)   6m66/+3.4

愛媛・岡山商科大

武久　　翔 (1)   6m64/+1.2

岡山・岡山商科大

福田　航希 (M2)   6m12/+1.4

岡山・岡山大

駒田　　奏 (2)   5m90/+1.6

岡山・岡山大

三段跳 4/7 和田　　穣 (2)  13m95/+3.7

岡山・岡山大

大森　和馬 (1)  13m94/+4.6

岡山・環太平洋大

内海　燎介 (1)  13m73/+3.2

岡山・環太平洋大

安宮　和樹 (4)  13m54/+5.6

奈良・環太平洋大

川端　慶洋 (2)  13m32/+4.2

愛媛・環太平洋大

福田　航希 (M2)  12m04/+5.3

岡山・岡山大

砲丸投

(7.260kg)

4/7 佐々木　一樹 (2)  11m12

岡山・岡山大

藤原　佑斗 (2)  10m56

岡山・岡山大

田中　僚一 (1)   9m94

岡山・岡山商科大

長戸　　嶺 (2)   9m52

岡山・岡山理科大

男子

１００ｍ 4/7 松井　令奈 (4) 12.66/-1.8

徳島・環太平洋大

岡崎　穂乃香 (3) 12.97/-1.8

鳥取・岡山大

原　　璃音 (4) 13.23/-1.8

鹿児島・環太平洋大

４００ｍ 4/7 黒岩　星紗碧 (2) 59.27

高知・環太平洋大

１５００ｍ 4/7 原田　彩花 (2)  5:29.07

岡山・岡山大

川上　敦子 (3)  5:33.34

岡山・岡山大

５０００ｍ 4/7 内海　早稀 (2) 19:55.24

岡山・岡山大

１００ｍＨ

(0.840m)

4/7 下谷　奈央 (4) 14.82/-3.8

広島・環太平洋大

篠原　愛海 (3) 15.45/-3.8

鹿児島・環太平洋大

池田　萌華 (2) 16.66/-3.8

熊本・環太平洋大

走高跳 4/7 新名　彩乃 (1) 1m56

奈良・環太平洋大

福井　茉穂 (4) 1m40

岡山・岡山大

女子

■グランドコンディション

 4月 7日 10:00 晴れ  21.5℃   42％ 南南東 0.8m/s

 4月 7日 11:00 晴れ  22.0℃   39％ 北 2.0m/s

 4月 7日 12:00 晴れ  22.0℃   39％ 南東 2.7m/s

 4月 7日 13:00 晴れ  22.5℃   36％ 南 3.8m/s

■主催／岡山学生陸上競技連盟

■主管／一般財団法人岡山陸上競技協会

総　務 西村　次郎

審判長 服部　　功

記録・情報処理主任野上　富久男


