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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 5/5 山田　泰裕 11.39/+1.2

岡山・ＯＵＦ

疋田　　壮  (2) 11.94/+0.1

岡山・邑久中

光吉　真之介(2) 12.14/-1.9

岡山・邑久中

角南　香明  (2) 12.31/+0.8

岡山・福浜ＡＣ

土居　憲明  (3) 12.45/+1.2

岡山・荘内中

桑原　　楓  (3) 12.46/+0.8

岡山・備前中

角南　委明 12.52/+0.1

岡山・岡山陸協

濱口　嘉生  (2) 12.55/+1.2

岡山・荘内中

２００ｍ 5/5 疋田　　壮  (2) 24.09/-1.7

岡山・邑久中

角南　秀行  (3) 24.26/-1.7

岡山・梅の木ｸﾗﾌﾞ

尾川　慎平 24.45/+0.1

岡山・川崎ＡＣ

土居　憲明  (3) 25.29/+0.1

岡山・荘内中

桑原　　楓  (3) 25.30/-1.7

岡山・備前中

濱口　嘉生  (2) 25.91/+0.1

岡山・荘内中

谷野　佑成  (2) 26.47/-1.7

岡山・荘内中

木村　　歩  (2) 26.64/-1.7

岡山・邑久中

８００ｍ 5/5 杉本　　仁  (3)  1:57.56

NGR岡山・邑久中

依田　凌輔  (3)  2:12.73

岡山・荘内中

武田　聡真  (3)  2:17.62

岡山・備前中

正富　弘輝  (2)  2:21.42

岡山・西大寺中

岡本　愛翼  (3)  2:24.43

岡山・備前中

中村　維月  (3)  2:26.32

岡山・備前中

長江　佑弥  (2)  2:26.97

岡山・備前中

石部　尚孝  (2)  2:29.12

岡山・備前中

１５００ｍ 5/5 藤原　　蓮  (3)  4:19.75

岡山・邑久中

小牧　楓斗  (3)  4:24.11

岡山・荘内中

角南　季明  (1)  4:28.65

*TA岡山・福浜ＡＣ

角南　祐行  (1)  4:38.19

岡山・梅の木ｸﾗﾌﾞ

武田　聡真  (3)  4:38.50

岡山・備前中

福井　渚大  (3)  4:39.44

岡山・宇野中

青山　知暉  4:39.55

*TA岡山・ゆめりく

片岡　涼輔  (3)  4:39.84

岡山・荘内中

３０００ｍ

《中学生》

5/5 藤原　　蓮  (3)  9:49.26

岡山・邑久中

小牧　楓斗  (3) 10:05.71

岡山・荘内中

加藤　大和  (1) 10:28.46

岡山・鴨方中

庄治　大翔　(2) 10:30.14

岡山・邑久中

福井　渚大  (3) 10:30.18

岡山・宇野中

片岡　涼輔  (3) 10:35.29

岡山・荘内中

小柳　颯士  (2) 10:51.93

岡山・荘内中

八田　拓士  (2) 10:55.12

岡山・荘内中

１１０ｍＨ

(1.067m)

5/5 尾川　慎平 16.93/-1.3

岡山・川崎ＡＣ

１１０ｍＨ

(0.914m)

5/5 白川　竜雅  (3) 19.14/-1.3

岡山・荘内中

濱　　良太  (2) 19.73/-1.3

岡山・荘内中

４×１００ｍ 5/5 邑久中 47.49

疋田　　壮  (2)

光吉　真之介(2)

山口　　慧記(3)

木村　　歩  (2)

荘内中 49.48

土居　憲明  (3)

濱口　嘉生  (2)

谷野　佑成  (2)

依田　凌輔  (3)

荘内中Ｂ 53.82

糸瀬　彪凱  (2)

濱　　良太  (2)

白川　竜雅  (3)

今村　球桜  (2)

走高跳 5/5 森川　　剛 1m85

*TA岡山・瀬戸内市消防

時岡　良光  (2) 1m20

岡山・邑久中

走幅跳 5/5 白川　竜雅  (3)   5m02/+1.6

岡山・荘内中

石黒　光記  (1)   3m91/+1.0

岡山・邑久中

砲丸投《中学生》

(5.000kg)

5/5 伊加　海璃  (2)  11m35

岡山・邑久中

難波　聖司  (3)  10m57

岡山・宇野中

男子

１００ｍ 5/5 末澤　里奈子(3) 13.01/+0.0

NGR岡山・旭東中

金光　沙月  (3) 13.05/+0.7

岡山・さくら走練

長崎　　陽  (2) 13.35/+0.0

岡山・芳泉高

森下　杏里  (2) 13.42/+0.7

岡山・さくら走練

石原　涼華  (2) 13.63/-2.5

岡山・さくら走練

石井　嘉乃  (3) 13.76/+0.0

岡山・さくら走練

嶋村　百花  (1) 13.88/+0.0

岡山・邑久中

岡野　一葉  (3) 14.06/+0.0

岡山・荘内中

２００ｍ 5/5 末澤　里奈子(3) 26.36/+0.1

NGR岡山・旭東中

金光　沙月  (3) 26.50/+0.1

NGR岡山・さくら走練

長崎　　陽  (2) 26.74/+0.1

NGR岡山・芳泉高

石原　涼華  (2) 27.38/+0.1

岡山・さくら走練

牧野　色花  (3) 27.86/+0.1

岡山・上道中

森下　杏里  (2) 28.01/+0.1

岡山・さくら走練

中西　結命子(3) 28.62/+0.1

岡山・備前中

三村　　舞  (3) 岡山・備前中29.23/+0.1

谷口　真帆  (2) 岡山・備前中

８００ｍ 5/5 川野　さくら(3)  2:29.99

岡山・邑久中

鳥山　瑞穂  (3)  2:32.45

岡山・邑久中

今田　幸希奈(3)  2:36.26

岡山・邑久中

大西　美碧  (1)  2:41.07

岡山・邑久中

郡司掛　恵子(3)  2:42.25

岡山・備前中

古家　里奈  (1)  2:42.72

岡山・荘内中

延原　日和  (3)  2:42.74

岡山・備前中

福光　桃香  (2)  2:44.77

岡山・福浜中

１５００ｍ 5/5 川野　さくら(3)  5:04.16

岡山・邑久中

鳥山　瑞穂  (3)  5:12.66

岡山・邑久中

今田　幸希奈(3)  5:15.20

岡山・邑久中

樋口　美桜  (2)  5:16.32

岡山・宇野中

大西　美碧  (1)  5:29.55

岡山・邑久中

延原　日和  (3)  5:29.81

岡山・備前中

福光　桃香  (2)  5:33.14

岡山・福浜中

葛原　舞華  (2)  5:49.44

岡山・倉敷第一中

１００ｍＨ

(0.762m/8.0m)

5/5 森本　未結  (3) 16.14/-0.0

岡山・邑久中

藤田　知紘  (3) 21.31/-0.0

岡山・荘内中

４×１００ｍ 5/5 さくら走練 50.78

石井　嘉乃  (3)

石原　涼華  (2)

森下　杏里  (2)

金光　沙月  (3)

邑久中 52.30

嶋村　百花  (1)

丸田　紬月  (3)

柴田　亜美  (3)

森本　未結  (3)

荘内中 54.42

木下　明香  (3)

安藤　萌々花(3)

土井　聖良  (3)

岡野　一葉  (3)

備前中 55.21

三村　　舞  (3)

谷口　真帆  (2)

中西　結命子(3)

郡司掛　恵子(3)

宇野中 57.61

木下　聖羅  (1)

樋口　美桜  (2)

藤岡　咲江  (2)

安村　いおん(2)

走高跳 5/5 岡野　一葉  (3) 1m40

岡山・荘内中

柴田　亜美  (3) 1m35

岡山・邑久中

久安　里歩  (2) 1m30

岡山・邑久中

走幅跳 5/5 丸田　紬月  (3)   4m93/+0.4

岡山・邑久中

川野　舞夏  (2)   4m50/+1.4

岡山・邑久中

黒明　成珠  (2)   4m34/+1.1

岡山・荘内中

中西　結命子(3)   4m29/+0.4

岡山・備前中

木下　明香  (3)   4m28/+0.6

岡山・荘内中

丸山　結菜  (1)   4m21/+1.2

岡山・邑久中

馬場　咲菜  (1)   4m14/+0.9

岡山・長船中

藤岡　咲江  (2)   4m12/-0.1

岡山・宇野中

砲丸投

(4.000kg)

5/5 奥山　琴未  (3)  14m07

NJH岡山・さくら走練

砲丸投《中学生》

(2.721kg)

5/5 角南　衣保  (3)  12m17

岡山・梅の木ｸﾗﾌﾞ

女子

凡例（NGR:大会新記録/ NJH:日本中学最高記録/ *TA:登録外競技者出場）
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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 5/5 福原　琉仁  (3) 17.11/-2.2

岡山・和気ｸﾗﾌﾞ

竹内　祥悟  (2) 17.37/-0.2

岡山・ＭＣＲ和気

山本　陵典  (3) 17.38/+0.0

岡山・備前ジュニア

家嶋　　駿  (3) 17.47/-0.5

岡山・備前ジュニア

大前　安寿  (3) 17.73/-0.5

岡山・上南ＡＣ

中塚　穏慶  (3) 17.89/-0.2

兵庫・上郡陸上教室

柴岡　　亨  (2) 18.07/-0.2

岡山・備前ジュニア

小田　悠陽  (3) 18.09/+0.0

岡山・ＭＣＲ和気

１０００ｍ 5/5 尾日向　禎行(2)  3:33.89

NGR岡山・梅の木ｸﾗﾌﾞ

山本　陵典  (3)  3:48.61

岡山・備前ジュニア

家嶋　　駿  (3)  4:03.18

岡山・備前ジュニア

葛原　利成  (2)  4:04.45

岡山・西阿知小

中田　隆二  (2)  4:09.12

兵庫・上郡陸上教室

大前　安寿  (3)  4:09.87

岡山・上南ＡＣ

石坂　栄樹  (2)  4:16.85

岡山・上南ＡＣ

中塚　穏慶  (3)  4:18.40

兵庫・上郡陸上教室

男子
小学生
低学年

１００ｍ 5/5 徳永　龍一  (6) 14.17/-0.3

岡山・ＭＣＲ和気

太田　晴空  (6) 14.85/+0.8

兵庫・上郡陸上教室

柴岡　秀弥  (4) 14.90/-0.0

岡山・備前ジュニア

中塚　篤輝  (6) 15.16/-0.3

兵庫・上郡陸上教室

三原　陽登  (5) 15.26/-0.9

岡山・上南ＡＣ

古野　智也  (5) 15.36/+0.8

岡山・和気ｸﾗﾌﾞ

石坂　祐樹  (5) 15.44/-0.0

岡山・チームよりは

松田　頼河  (5) 15.44/-0.0

岡山・上南ＡＣ

１０００ｍ 5/5 川本　航太  (5)  3:07.56

岡山・上南ＡＣ

久保　拓未  (6)  3:10.54

岡山・上南ＡＣ

川本　晄太  (6)  3:15.55

岡山・上南ＡＣ

来見　旺汰  (5)  3:18.69

岡山・上南ＡＣ

石坂　俐樹  (4)  3:25.56

岡山・チームよりは

前川　悠祐  (6)  3:29.00

兵庫・上郡陸上教室

中塚　篤輝  (6)  3:30.47

兵庫・上郡陸上教室

中西　蒼良  (5)  3:36.04

岡山・ゆめりく

４×１００ｍ 5/5 上南ＡＣ 59.08

三原　陽登  (5)

久保　拓未  (6)

松田　頼河  (5)

川本　晄太  (6)

備前ジュニア  1:05.11

柴岡　秀弥  (4)

久保　和輝  (4)

原田　結永  (4)

松原　　歩  (5)

ゆめりく  1:06.06

今田　悠介  (5)

今田　凱斗  (4)

中西　蒼良  (5)

小林　侑太  (5)

福浜ＡＣ  1:07.51

有元　　遼  (4)

山上　聖真  (3)

井上　太亮  (5)

角南　采明  (6)

コンバインドＢ

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

5/5 小池　陽大  (6)  1759

岡山・上南ＡＣ

3m80/-0.1-42m41

石坂　祐樹  (5)  1604

岡山・チームよりは

3m78/+0.5-35m04

太田　晴空  (6)  1589

兵庫・上郡陸上教室

3m62/-1.7-36m52

川本　航太  (5)  1559

岡山・上南ＡＣ

3m86/+0.1-31m77

川本　晄太  (6)  1545

岡山・上南ＡＣ

4m28/-0.9-25m28

久保　拓未  (6)  1373

岡山・上南ＡＣ

3m71/+0.6-24m69

今田　悠介  (5)  1354

岡山・ゆめりく

3m33/-1.0-28m93

男子
小学生
高学年

１００ｍ 5/5 平田　愛果  (2) 17.91/-0.4

岡山・備前ジュニア

目澤　侑果  (2) 18.00/-1.5

岡山・ゆめりく

中桐　杏理  (3) 18.07/-0.4

岡山・上南ＡＣ

丸山　菜瑠  (3) 18.62/-1.5

岡山・ゆめりく

有安　日鞠  (3) 18.72/-0.4

岡山・ゆめりく

植月　萌日  (3) 18.82/-0.4

岡山・勝央北小

内海　杏莉  (3) 岡山・国府はじき 18.92/-1.5

西上　乙羽  (3) 岡山・備前ジュニア 18.92/-1.4

８００ｍ 5/5 植月　萌日  (3)  3:09.65

岡山・勝央北小

別府　草羽  (3)  3:23.92

岡山・備前ジュニア

永井　瑛茉  (2)  3:24.57

岡山・備前ジュニア

目澤　侑果  (2)  3:32.21

岡山・ゆめりく

丸山　菜瑠  (3)  3:40.93

岡山・ゆめりく

井上　日和莉(2)  3:53.26

岡山・ゆめりく

田中　愛珠  (1)  3:59.66

岡山・ゆめりく

女子
小学生
低学年

１００ｍ 5/5 石部　里奈  (6) 14.52/+0.1

岡山・備前ジュニア

矢野　睦実  (6) 14.94/-0.8

岡山・福浜ＡＣ

鳥津　　夏  (6) 15.01/-0.2

岡山・福浜ＡＣ

栗山　なつ  (6) 15.41/-0.2

岡山・上南ＡＣ

平木　杜果  (6) 15.49/+0.1

岡山・上南ＡＣ

谷口　すみれ(6) 15.52/-0.2

岡山・上南ＡＣ

竹内　　梓  (5) 15.56/-0.8

岡山・ＭＣＲ和気

山内　悠夏  (6) 15.60/+0.3

岡山・和気ｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 5/5 川島　陽和  (6)  2:44.00

岡山・備前ジュニア

正富　菜緒  (6)  2:46.02

岡山・上南ＡＣ

矢野　睦実  (6)  2:48.92

岡山・福浜ＡＣ

鳥津　　夏  (6)  2:51.23

岡山・福浜ＡＣ

庄治　咲來  (5)  2:51.81

岡山・上南ＡＣ

藤井　乙葉  (4)  2:52.40

岡山・上南ＡＣ

松原　未来  (6)  2:52.47

岡山・備前ジュニア

山上　愛莉  (6)  2:55.30

岡山・福浜ＡＣ

４×１００ｍ 5/5 上南ＡＣ  1:00.29

栗山　なつ  (6)

平木　杜果  (6)

正富　菜緒  (6)

谷口　すみれ(6)

福浜ＡＣ  1:01.45

有元　かえで(6)

矢野　睦実  (6)

田中　千代  (6)

鳥津　　夏  (6)

ゆめりく  1:01.99

内田　　響  (6)

三浦　春子  (6)

中西　美羽  (6)

岡本　　恋  (6)

備前ジュニアＡ  1:03.85

石部　里奈  (6)

永井　結愛  (5)

松原　未来  (6)

日高　知春  (4)

ＭＣＲ和気  1:06.55

田中　くるみ(5)

平岩　愛夏  (5)

恒次　茄奈  (5)

竹内　　梓  (5)

備前ジュニアＢ  1:14.83

別府　杏羽  (6)

吉岡　美波  (5)

岡田　祐妃  (4)

京江　玲奈  (6)

コンバインドＡ

80mH-走高跳

5/5 岡本　　恋  (6)  1516

岡山・ゆめりく

15.72/-0.9-1m15

平木　杜果  (6)  1391

岡山・上南ＡＣ

16.11/+0.0-1m10

山内　悠夏  (6)  1133

岡山・和気ｸﾗﾌﾞ

17.29/-0.9-1m05

中尾　ひなた(6)   993

兵庫・上郡陸上教室

17.77/+0.0-1m00

コンバインドＢ

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞ

5/5 河内　優芽  (6)  1606

岡山・ゆめりく

3m69/+1.4-36m41

内田　　響  (6)  1396

岡山・ゆめりく

3m57/-0.4-27m72

三浦　春子  (6)  1335

岡山・ゆめりく

3m68/+1.3-23m20

正富　菜緒  (6)  1332

岡山・上南ＡＣ

3m49/-0.7-25m69

松原　未来  (6)  1226

*C1 *C2岡山・備前ジュニア

3m64/+2.2-18m43

公認最高 1218点 走幅跳 3m61/-0.4(784)

井上　華奈  (5)  1224

岡山・ゆめりく

3m56/-0.3-19m39

岡田　　花  (6)  1192

岡山・ゆめりく

2m97/+0.3-25m95

長谷川　桃子(5)  1172

岡山・ゆめりく

2m86/-0.4-26m50

女子
小学生
高学年

■グランドコンディション

 5月 5日 10:00 晴れ  21.0℃   57％ 南東 0.8m/s

 5月 5日 11:00 晴れ  21.0℃   57％ 東 0.7m/s

 5月 5日 12:00 晴れ  20.5℃   60％ 東 3.6m/s

　

 5月 5日 13:00 晴れ  21.0℃   65％ 東 3.5m/s

 5月 5日 14:00 晴れ  21.0℃   65％ 南東 2.9m/s

 5月 5日 15:00 晴れ  22.0℃   58％ 東 2.6m/s

■主催／瀬戸内市陸上競技協会

　　　　瀬戸内市体育協会

■運営協力／備前市陸上競技協会　

審判長/トラック 堀川　正徳

記録・情報処理主任岡村　愛子

凡例（NGR:大会新記録/ *C2:走幅跳セカンドで公認最高/ *C1:追風参考(得点参考記録)）


