
第４回笠岡市春季小学生・中学生陸上競技記録会第４回笠岡市春季小学生・中学生陸上競技記録会第４回笠岡市春季小学生・中学生陸上競技記録会第４回笠岡市春季小学生・中学生陸上競技記録会 19330730 2019年5月4日(土)      決勝一覧表　　　
主催：笠岡市陸上競技協会　　　競技場：岡山県笠岡陸上競技場 332030

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

２００ｍ 5/4 坂本　拓望    (3) 23.11/-2.6

岡山・ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

武田　陽斗    (3) 23.75/-2.6

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

中田　　錠    (3) 23.92/-2.6

岡山・Aster

畝田　光太朗  (2) 24.80/-2.6

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

山本　大輔    (3) 24.81/-3.3

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

高塚　絢斗    (3) 24.92/-3.3

岡山・笠岡東中

清水　桂伍    (3) 25.05/-2.6

岡山・連島南中

佐藤　太宥    (3) 25.08/-3.3

広島・福山誠之中

１５００ｍ 5/4 新中　晴也    (3)  4:32.77

岡山・倉敷南中

池内　　司    (3)  4:33.53

岡山・倉敷南中

犬飼　慶人    (3)  4:37.96

岡山・吉備中

藤原　大輝    (2)  4:39.59

岡山・倉敷南中

若林　瑛大    (3)  4:42.89

岡山・吉備中

田川　滉介    (2)  4:43.57

岡山・連島南中

瀬尾　啓太    (2)  4:44.24

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

佐藤　安悟    (3)  4:46.87

岡山・金光中

４×１００ｍ 5/4 ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ･岡山 46.16

福井　凪冴    (3)

坂本　拓望    (3)

石田　　樹    (3)

清水　悠斗    (2)

玉島東中･岡山 46.75

赤澤　綾汰    (3)

太田　輝星    (3)

畑　　翔斗    (3)

西野　尋翔    (2)

笠岡東中･岡山 47.04

薮田　啓佑    (3)

三宅　海吏    (3)

磯　明日正    (3)

高塚　絢斗    (3)

総社ｳｨﾝｸﾞ･岡山 47.53

七村　雄大    (3)

山本　大輔    (3)

坪井　一馬    (3)

武田　陽斗    (3)

倉敷南中･岡山 47.60

塚前　　俊    (3)

田辺　柊太朗  (3)

永瀬　裕大    (3)

石田　隼平    (2)

玉島東中Ｂ･岡山 49.69

沼野　竜也    (2)

久保　友人    (2)

佐藤　寛太    (2)

出口　智士    (3)

金光中･岡山 50.98

中野　伺穏    (2)

友田　祥景    (3)

德田　雄飛    (2)

佐藤　安悟    (3)

吉備中Ｂ･岡山 51.14

林　　純也    (2)

前田　一樹    (3)

村山　颯良    (2)

藤森　悠叶    (2)

走高跳 5/4 塚前　　俊    (3) 1m65

岡山・倉敷南中

河原　怜音    (2) 1m60

岡山・吉備中

徳森　祐也    (3) 岡山・吉備中 1m55

赤澤　綾汰    (3) 岡山・玉島東中

永瀬　裕大    (3) 1m55

岡山・倉敷南中

西野　尋翔    (2) 1m55

岡山・玉島東中

古山　貴章    (2) 1m50

岡山・里庄中

走幅跳 5/4 田辺　柊太朗  (3)   5m46/+2.4

岡山・倉敷南中

畑　　翔斗    (3)   5m44/+1.9

岡山・玉島東中

北添　碧大    (3)   5m22/+2.0

岡山・高梁中

前田　貫汰    (3)   5m10/+1.4

岡山・笠岡東中

坪井　一馬    (3)   5m02/+2.1

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

坂本　佳也    (3)   4m98/+2.4

岡山・笠岡東中

伊藤　怜央    (2)   4m94/+3.0

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

前田　悠斗    (3)   4m93/+2.3

岡山・鴨方中

中学砲丸投

(5.000kg)

5/4 渡邉　隼翔    (2)   9m38

岡山・金光中

井上　日比季  (3)   7m80

岡山・倉敷南中

渡部　敬太    (2)   7m73

岡山・連島南中

塩塚　瑛心    (3)   7m46

岡山・岡山大安寺中等

前田　一樹    (3)   7m45

岡山・吉備中

出口　智士    (3)   7m29

岡山・玉島東中

河島　明彦    (2)   7m24

岡山・里庄中

永屋　　徹    (2)   6m87

岡山・倉敷南中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 5/4 沼野　竜也    (2)  49m75

岡山・玉島東中

西山　銀児    (3)  46m65

岡山・笠岡東中

岡堂　泰成    (3)  43m74

岡山・鴨方中

尾﨑　朔弥    (3)  41m54

岡山・鴨方中

河島　明彦    (2)  40m36

岡山・里庄中

仲田　颯一郎  (3)  36m53

岡山・岡山大安寺中等

久保　友人    (2)  19m89

岡山・玉島東中

男子
中学生

２００ｍ 5/4 岡崎　真衣    (3) 27.01/-2.8

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

原田　美來    (1) 27.87/-2.8

岡山・Aster

長谷川　和奏  (3) 28.03/-2.3

岡山・倉敷南中

堀内　純花    (2) 28.41/-2.3

岡山・Aster

坂本　小春    (2) 28.43/-2.8

岡山・ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

有富　　郁    (3) 28.53/-2.8

岡山・吉備中

三宅　　凜    (1) 28.98/-2.3

岡山・里庄中

山口　菜々心  (2) 29.17/-2.8

岡山・連島南中

１５００ｍ 5/4 有富　　郁    (3)  4:55.23

岡山・吉備中

押目　悠理乃  (1)  5:04.64

岡山・井村ＲＣ

苅田　彩夏    (2)  5:13.95

岡山・吉備中

間野　　結    (2)  5:14.84

岡山・吉備中

三宅　希佳    (3)  5:23.21

岡山・倉敷南中

真鍋　明好    (2)  5:24.15

岡山・吉備中

寺園　萌笑    (3)  5:31.27

岡山・吉備中

和田　みらい  (3)  5:35.32

岡山・倉敷南中

１００ｍＨ

(0.762m)

5/4 松村　佳帆    (3) 14.92/-1.9

岡山・Aster

河田　千尋    (3) 16.26/-1.9

岡山・吉備中

吉沢　果子    (3) 17.37/-1.9

岡山・玉島東中

木村　珠羽    (3) 17.49/-1.9

岡山・玉島東中

植田　結衣    (3) 17.74/-1.9

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

高木　祥江    (3) 17.77/-1.9

岡山・吉備中

木口　りおな  (2) 18.99/-2.9

岡山・吉備中

和田　ひより  (3) 19.07/-2.9

岡山・金光中

４×１００ｍ 5/4 Aster･岡山 51.34

堀内　純花    (2)

原田　美來    (1)

田中　俐帆    (1)

松村　佳帆    (3)

総社ｳｨﾝｸﾞ･岡山 51.87

村木　暖彩    (3)

岡崎　真衣    (3)

植田　結衣    (3)

山本　実夢    (3)

吉備中･岡山 53.37

高木　祥江    (3)

河内　琳香    (2)

伊久　爾子    (2)

河田　千尋    (3)

玉島東中･岡山 53.60

木村　珠羽    (3)

濵﨑　　陽    (2)

藤井　采那    (2)

吉沢　果子    (3)

里庄中･岡山 54.10

三宅　　凜    (1)

前原　乙華    (1)

辻田　彩華    (2)

那須　愛鈴    (2)

岡山大安寺中等･岡山 54.76

遠藤　はな    (1)

小松原　芽生  (3)

蔵田　　茜    (3)

能瀬　賛美    (3)

倉敷南中･岡山 55.24

笠原　りを    (2)

長谷川　和奏  (3)

小橋　瑠唯    (2)

横山　礼佳    (2)

金光中･岡山 55.64

中務　友美子  (2)

三宅　由希子  (3)

川田　華愛    (3)

宇野　早織    (3)

走高跳 5/4 秋田　汐織    (3) 1m40

岡山・鴨方中

尾崎　心優    (2) 1m40

岡山・郷内中

伊久　爾子    (2) 岡山・吉備中 1m30

濵﨑　　陽    (2) 岡山・玉島東中

木村　珠羽    (3) 1m30

岡山・玉島東中

伊藤　さくら  (2) 1m25

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

早川　美来    (2) 1m25

岡山・郷内中

森谷　心春    (1) 1m15

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

走幅跳 5/4 山本　実夢    (3)   5m05/+2.1

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

五百蔵　なごみ(2)   4m90/+3.1

岡山・高梁中

大森　藍花    (3)   4m82/+2.2

岡山・高梁中

村木　暖彩    (3)   4m77/+3.8

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

遠藤　はな    (1)   4m71/+2.4

岡山・岡山大安寺中等

河内　琳香    (2)   4m71/+2.9

岡山・吉備中

宇野　早織    (3)   4m40/+2.1

岡山・金光中

小崎　朱里    (2)   4m39/+3.2

岡山・総社ｳｨﾝｸﾞ

中学砲丸投

(2.721kg)

5/4 塚本　千穂    (3)  11m84

岡山・郷内中

高木　祥江    (3)  10m25

岡山・吉備中

河田　千尋    (3)   9m72

岡山・吉備中

根岸　麻衣    (3)   9m14

岡山・吉備中

金森　美和    (2)   7m88

岡山・里庄中

河本　心結    (3)   7m22

岡山・笠岡東中

坂本　彩乃    (3)   7m02

岡山・笠岡東中

平井　星南    (3)   6m43

岡山・金光中

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 5/4 近藤　優奈    (1)  30m11

岡山・倉敷南中

濱田　真衣    (3)  24m95

岡山・玉島北中

福井　冴槻    (1)  16m26

岡山・ｱｽﾘｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ

女子
中学生

１００ｍ 5/4 坂本　翠蘭    (6) 13.37/-0.7

岡山・笠岡ｼﾞｭﾆｱ

竹内　翔一    (6) 13.53/-0.7

岡山・井原陸上

酒井　大輔    (6) 14.13/-0.7

岡山・井原陸上

西田　春翔    (6) 14.39/-0.7

岡山・井原陸上

安福　栖直    (6) 14.59/-0.7

岡山・井原陸上

伊藤　颯真    (6) 14.96/-0.7

岡山・幡多小

七村　颯大    (5) 15.22/-0.7

岡山・総社ｼﾞｭﾆｱ

檀上　頼斗    (5) 15.42/-0.7

岡山・総社ｼﾞｭﾆｱ

１０００ｍ 5/4 吉本　俊平    (5)  3:28.30

岡山・Astel

酒井　大輔    (6)  3:38.00

岡山・井原陸上

伊藤　颯真    (6)  3:40.50

岡山・幡多小

高杉　怜矢    (5)  3:40.92

岡山・井原陸上

武政　康太    (6)  3:43.82

岡山・Astel

原田　蒼太    (6)  3:54.31

岡山・笠岡ｼﾞｭﾆｱ

三宅　永流    (6)  3:56.45

岡山・井原陸上

高田　一始    (4)  3:59.94

岡山・総社ｼﾞｭﾆｱ

４×１００ｍ 5/4 総社ｼﾞｭﾆｱ･岡山  1:01.31

畝田　晴矢    (5)

七村　颯大    (5)

守安　　颯    (5)

檀上　頼斗    (5)

Astel･岡山  1:01.39

武政　遥人    (6)

吉本　俊平    (5)

小川　聡太    (5)

近藤　大斗    (5)

男子
小学生

１００ｍ 5/4 豊田　春姫    (6) 14.27/-3.0

岡山・笠岡ｼﾞｭﾆｱ

近藤　瑞咲    (6) 15.41/-3.0

岡山・井原陸上

孝本　桃香    (6) 15.47/-3.0

岡山・総社ｼﾞｭﾆｱ

瀧本　椰々子  (5) 15.58/-3.0

岡山・井原陸上

山本　真依    (6) 15.78/-3.0

岡山・笠岡ｼﾞｭﾆｱ

木村　凜寧    (5) 15.79/-3.0

岡山・総社ｼﾞｭﾆｱ

前田　来奈    (5) 15.86/-2.0

岡山・総社ｼﾞｭﾆｱ

鎌腰　愛子    (5) 15.90/-3.0

岡山・深山ＳＣ

８００ｍ 5/4 鎌腰　愛子    (5)  2:39.22

岡山・深山ＳＣ

岩本　栞奈    (4)  2:50.23

岡山・総社ｼﾞｭﾆｱ

山本　真依    (6)  2:59.44

岡山・笠岡ｼﾞｭﾆｱ

長谷川　かりん(6)  3:00.90

岡山・笠岡ｼﾞｭﾆｱ

出雲　杏子    (6)  3:01.27

岡山・笠岡ｼﾞｭﾆｱ

三宅　咲蘭    (6)  3:01.75

岡山・笠岡ｼﾞｭﾆｱ

西田　真優    (4)  3:07.04

岡山・井原陸上

大村　莉子    (5)  3:07.18

岡山・総社ｼﾞｭﾆｱ

４×１００ｍ 5/4 笠岡ｼﾞｭﾆｱ･岡山 59.02

山本　真依    (6)

髙田　琴杜鼓  (5)

長谷川　かりん(6)

豊田　春姫    (6)

総社ｼﾞｭﾆｱＢ･岡山  1:02.57

大村　莉子    (5)

木村　凜寧    (5)

前田　来奈    (5)

森野　友莉    (5)

井原陸上･岡山  1:03.49

中西　心乃    (4)

瀧本　椰々子  (5)

橋本　玲愛    (4)

近藤　瑞咲    (6)

総社ｼﾞｭﾆｱ･岡山  1:05.22

藤岡　柚凪    (6)

孝本　桃香    (6)

友野　桃子    (6)

加藤　　葵    (6)

総社ｼﾞｭﾆｱＣ･岡山  1:07.52

御厨　穂香    (5)

瀬尾　智子    (5)

竹原　茉央    (5)

石川　穂乃    (5)

女子
小学生

■グラウンドコンディション

 5月 4日  9:30 晴れ  22.5℃   55％ 南 1.5m/s

 5月 4日 10:00 晴れ  22.5℃   55％ 南 1.8m/s

 5月 4日 11:00 晴れ  23.5℃   53％ 南 2.6m/s

　

 5月 4日 12:00 晴れ  24.0℃   53％ 南 2.5m/s

 5月 4日 13:00 晴れ  24.5℃   46％ 南 3.5m/s

 5月 4日 14:00 晴れ  24.5℃   39％ 南 2.8m/s

総　務 小寺　吉郎

審判長/トラック 鳥岡　純三

審判長/フィールド 堀之内　舞

記録・情報処理主任野上　富久男


