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兼 第５７回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会兼 第５７回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会兼 第５７回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会兼 第５７回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会
2019年6月15日(土)～17日(月)      決勝一覧表　　　

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
《１年》

6/17 小松原　千騎 (1) 12.40/+1.4
水島中

緒方　達也   (1) 12.77/+1.4
東陽中

小玉　琉斗   (1) 12.95/+1.4
倉敷北中

淺野　　潤   (1) 13.22/+1.4
船穂中

米山　心海   (1) 13.34/+1.4
庄中

中村　成希   (1) 13.37/+1.4
味野中

谷本　理玖   (1) 13.40/+1.4
玉島東中

塚前　　亮   (1) 13.48/+1.4
倉敷南中

１００ｍ
《２年》

6/16 畝田　光太朗 (2) 11.72/+3.2
総社西中

峯本　大夢   (2) 11.88/+3.2
庄中

西野　尋翔   (2) 11.92/+3.2
玉島東中

奥野　晴喜   (2) 11.96/+3.2
琴浦中

子　裕希人 (2) 12.13/+3.2
倉敷北中

中島　悠爾   (2) 12.16/+3.2
倉敷天城中

石田　隼平   (2) 12.31/+3.2
倉敷南中

１００ｍ
《３年》

6/16 岡野一　皓稀 (3) 11.25/+2.2
倉敷天城中

武田　陽斗   (3) 11.52/+2.2
総社東中

向井　大貴   (3) 11.58/+2.2
倉敷東中

藤原　煌牙   (3) 11.63/+2.2
児島中

赤澤　綾汰   (3) 11.70/+2.2
玉島東中

平井　飛羽   (3) 11.71/+2.2
総社西中

池本　陽翔   (3) 11.73/+2.2
味野中

安藤　春人   (3) 11.73/+2.2
倉敷南中

２００ｍ 6/17 岡野一　皓稀 (3) 23.55/-2.1
倉敷天城中

藤山　健伸   (3) 23.61/-2.1
東陽中

三村　晃世   (3) 24.01/-2.1
倉敷東中

只佐　悠真   (3) 24.15/-2.1
庄中

山本　大輔   (3) 24.17/-2.1
総社西中

向井　大貴   (3) 24.23/-2.1
倉敷東中

清水　桂伍   (3) 24.68/-2.1
連島南中

赤澤　綾汰   (3) 24.89/-2.1
玉島東中

４００ｍ 6/16 藤山　健伸   (3) 52.44
東陽中

吉田　蒼太   (3) 53.36
総社東中

三村　晃世   (3) 53.61
倉敷東中

角南　秀行   (3) 54.19
児島中

只佐　悠真   (3) 55.28
庄中

太田　輝星   (3) 55.53
玉島東中

水川　光明   (3) 56.29
倉敷西中

藤田　崚佑   (3) 56.73
東陽中

８００ｍ 6/16 新中　晴也   (3)  2:07.65
倉敷南中

佐藤　竜輝   (3)  2:08.43
倉敷第一中

赤澤　晃成   (3)  2:09.31
玉島北中

中奥　竜樹   (3)  2:10.72
児島中

國代　雄大   (2)  2:11.60
倉敷東中

中塚　遥紀   (3)  2:12.77
倉敷福田中

中山　慈温   (3)  2:13.39
倉敷東中

１５００ｍ
《１年》

6/17 角南　祐行   (1)  4:35.94
児島中

川﨑　翔太   (1)  4:38.29
多津美中

沼上　拓真   (1)  4:45.86
児島中

田中　隼成   (1)  4:56.52
連島南中

松田　倫希   (1)  5:05.02
新田中

柴川　竜太朗 (1)  5:07.19
児島中

横内　倖大   (1)  5:11.61
倉敷南中

長谷川　凜   (1)  5:12.50
庄中

１５００ｍ
《２年》

6/17 八百原　隼人 (2)  4:20.01
NGR児島中

藤原　大輝   (2)  4:26.23
倉敷南中

國代　雄大   (2)  4:27.02
倉敷東中

中野　裕心   (2)  4:30.04
児島中

八木　宏樹   (2)  4:30.98
児島中

田川　滉介   (2)  4:34.87
連島南中

岡本　颯太   (2)  4:38.85
味野中

藤原　志進   (2)  4:40.32
琴浦中

１５００ｍ
《３年》

6/17 嘉良戸　翔太 (3)  4:14.76
味野中

大西　柊太朗 (3)  4:17.27
早島中

佐藤　竜輝   (3)  4:18.60
倉敷第一中

池内　　司   (3)  4:18.86
倉敷南中

赤澤　晃成   (3)  4:23.71
玉島北中

新中　晴也   (3)  4:25.77
倉敷南中

大賀　郁哉   (3)  4:25.81
琴浦中

内田　晴樹   (3)  4:31.80
児島中

３０００ｍ 6/16 大西　柊太朗 (3)  9:02.73
早島中

八百原　隼人 (2)  9:24.22
児島中

嘉良戸　翔太 (3)  9:31.88
味野中

八木　宏樹   (2)  9:38.96
児島中

大賀　郁哉   (3)  9:43.73
琴浦中

内田　晴樹   (3)  9:50.98
児島中

秋山　柊二   (3)  9:51.91
総社西中

田川　滉介   (2)  9:52.90
連島南中

１１０ｍＨ
(0.914m)

6/17 七村　雄大   (3) 15.28/+1.4
総社西中

塚前　　俊   (3) 15.49/+1.4
倉敷南中

藤原　　光   (3) 16.56/+1.4
郷内中

永瀬　裕大   (3) 17.07/+1.4
倉敷南中

山本　晴也   (3) 17.22/+1.4
東陽中

久米　拓紀   (2) 17.72/+1.4
郷内中

沼野　竜也   (2) 18.41/+1.4
玉島東中

佐藤　寛太   (2) 18.52/+1.4
玉島東中

４×１００ｍ 6/17 総社西中 45.58
七村　雄大   (3)
平井　飛羽   (3)
山本　大輔   (3)
畝田　光太朗 (2)

倉敷南中 46.07
塚前　　俊   (3)
田辺　柊太朗 (3)
永瀬　裕大   (3)
安藤　春人   (3)

玉島東中 46.16
赤澤　綾汰   (3)
太田　輝星   (3)
畑　　翔斗   (3)
西野　尋翔   (2)

倉敷北中 46.23
子　裕希人 (2)
合田　吏玖   (3)
尾上　　聡   (2)
尾﨑　泰成   (3)

倉敷第一中 46.57
尾崎　優成   (3)
山形　晃正   (3)
鈴木　　仁   (3)
藤原　蓮太   (3)

東陽中 47.06
山本　晴也   (3)
藤山　健伸   (3)
大村　柊貴   (3)
藤田　崚佑   (3)

連島南中 47.25
大橋　　葵   (2)
清水　桂伍   (3)
猪谷　優心   (3)
山室　迅汰   (3)

総社東中 47.43
坪井　一馬   (3)
田上　瑛士   (2)
吉田　蒼太   (3)
杉原　寛人   (3)

走高跳 6/17 永瀬　裕大   (3) 1m70
倉敷南中

山形　晃正   (3) 1m65
倉敷第一中

伊東　良真   (2) 1m55
総社東中

久保　友人   (2) 1m55
玉島東中

鳥井　波瑠   (3) 1m55
倉敷西中

原　　成希   (2) 1m50
倉敷第一中

近藤　帝羅   (3) 1m50
倉敷第一中

田上　瑛士   (2) 1m40
総社東中

走幅跳 6/16 鈴木　　仁   (3)   5m95/-1.1
倉敷第一中

杉原　寛人   (3)   5m87/-0.0
総社東中

伊藤　緋里   (3)   5m66/-2.0
琴浦中

合田　怜央   (3)   5m61/-0.1
琴浦中

上杉　光希   (3)   5m53/-0.1
福田南中

田辺　柊太朗 (3)   5m52/-1.3
倉敷南中

畑　　翔斗   (3)   5m43/-3.5
玉島東中

小松原　千騎 (1)   5m41/-1.9
水島中

砲丸投
(4.000kg)

6/17 田中　寿芽   (3)  11m92
庄中

山内　旺介   (3)  10m06
倉敷西中

片山　拓海   (3)   9m87
倉敷北中

松本　涼平   (3)   9m60
児島中

小倉　陽斗   (2)   9m58
児島中

橋本　晴貴   (3)   9m23
郷内中

森行　流愛   (3)   9m03
福田南中

内藤　瑠星   (3)   8m61
東陽中

４種競技

110mH-砲丸投-走高跳-400m

6/16 塚前　　俊   (3)  2120
*C1倉敷南中

15.83/+3.1-8m57-1m65-58.55

西野　尋翔   (2)  1782
*C1玉島東中

18.64/+3.1-10m36-1m60-1:02.01

尾﨑　泰成   (3)  1757
*C1倉敷北中

19.01/+3.1-10m23-1m30-55.58

内藤　瑠星   (3)  1735
*C1東陽中

18.08/+3.1-9m66-1m50-1:01.47

久保　友人   (2)  1721
*C1玉島東中

18.65/+2.3-8m90-1m60-1:01.20

鳥井　波瑠   (3)  1701
*C1倉敷西中

19.16/+2.3-8m74-1m60-1:00.16

熊谷　知哉   (3)  1094
*C1東陽中

22.12/+2.3-7m08-1m30-1:02.53

久米　拓紀   (2)  1050
*C1郷内中

18.06/+2.3-5m81-NM-1:03.76

男子

１００ｍ
《１年》

6/17 原田　美來   (1) 12.84/+0.4
NGR玉島北中

枚田　乃々葉 (1) 13.70/+0.4
倉敷南中

田邉　理桜   (1) 13.81/+0.4
郷内中

吉本　佐和子 (1) 13.82/+0.4
福田南中

鈴木　亜虹   (1) 13.91/+0.4
福田南中

有松　陽菜   (1) 14.00/+0.4
新田中

田中　俐帆   (1) 14.01/+0.4
玉島北中

松田　萌笑   (1) 14.14/+0.4
玉島北中

１００ｍ
《２年》

6/16 堀内　純花   (2) 12.95/+3.1
福田南中

山口　菜々心 (2) 13.17/+3.1
連島南中

今川　歩果   (2) 13.29/+3.1
倉敷第一中

松田　　蘭   (2) 13.34/+3.1
総社西中

島田　紗那   (2) 13.35/+3.1
倉敷北中

高草　瑠菜   (2) 13.43/+3.1
東陽中

小橋　瑠唯   (2) 13.47/+3.1
倉敷南中

小﨑　朱里   (2) 13.48/+3.1
総社西中

１００ｍ
《３年》

6/16 島田　柚葉   (3) 12.24/+3.3
倉敷南中

岡﨑　真衣   (3) 12.49/+3.3
総社西中

安井　明日香 (3) 12.58/+3.3
総社東中

松村　佳帆   (3) 12.61/+3.3
倉敷第一中

山本　実夢   (3) 12.77/+3.3
総社西中

安元　葉音   (3) 12.95/+3.3
総社東中

磯谷　さくら (3) 13.13/+3.3
総社東中

長谷川　和奏 (3) 13.23/+3.3
倉敷南中

２００ｍ 6/17 島田　柚葉   (3) 25.61/-0.3
NGR倉敷南中

安井　明日香 (3) 26.40/-0.3
総社東中

磯谷　さくら (3) 27.16/-0.3
総社東中

長谷川　和奏 (3) 27.39/-0.3
倉敷南中

堀内　純花   (2) 27.69/-0.3
福田南中

安元　葉音   (3) 27.82/-0.3
総社東中

辻浦　涼奈   (3) 28.30/-0.3
郷内中

８００ｍ
《１年》

6/16 押目　悠理乃 (1)  2:25.94
多津美中

髙田　沙織   (1)  2:31.27
総社西中

金光　紗和   (1)  2:32.08
倉敷第一中

岸田　美久   (1)  2:35.63
倉敷南中

小寺　愛香   (1)  2:35.87
玉島北中

谷本　楓和   (1)  2:37.70
倉敷東中

守本　結菜   (1)  2:43.42
玉島北中

中塚　麗乃   (1)  2:47.42
児島中

８００ｍ 6/16 山本　笑莉   (3)  2:21.49
琴浦中

大森　胡桃   (3)  2:23.58
倉敷西中

土倉　夕佳   (2)  2:24.49
倉敷西中

中西　可苗   (2)  2:29.31
倉敷東中

種田　琴之   (2)  2:30.28
琴浦中

三宅　希佳   (3)  2:30.87
倉敷南中

中田　千遥   (2)  2:33.47
新田中

浅野　　馨   (2)  2:39.35
玉島北中

１５００ｍ 6/17 山本　笑莉   (3)  4:47.96
琴浦中

押目　悠理乃 (1)  4:57.97
多津美中

大森　胡桃   (3)  4:59.03
倉敷西中

中西　可苗   (2)  5:06.94
倉敷東中

早川　実玖   (3)  5:09.86
総社東中

種田　琴之   (2)  5:10.95
琴浦中

山下　紗奈   (3)  5:11.83
総社東中

中田　千遥   (2)  5:12.54
新田中

１００ｍＨ
(0.762m)

6/17 安原　百香   (3) 14.63/+1.2
倉敷西中

松村　佳帆   (3) 14.63/+1.2
倉敷第一中

渡邊　菜穂   (3) 14.85/+1.2
庄中

那須　香音   (3) 15.64/+1.2
倉敷天城中

花岡　汐音   (3) 16.36/+1.2
味野中

植田　結衣   (3) 17.10/+1.2
総社西中

木村　珠羽   (3) 17.16/+1.2
玉島東中

下窪　玲那   (3) 17.67/+1.2
倉敷西中

４×１００ｍ 6/17 総社西中 50.61
小﨑　朱里   (2)
岡﨑　真衣   (3)
平田　彩花   (3)
山本　実夢   (3)

倉敷南中 50.68
小橋　瑠唯   (2)
長谷川　和奏 (3)
枚田　乃々葉 (1)
島田　柚葉   (3)

総社東中 50.95
磯谷　さくら (3)
安井　明日香 (3)
安元　葉音   (3)
藤井　玲弥那 (2)

倉敷西中 51.37
藤木　ほのか (2)
安原　百香   (3)
髙比良　歩奈 (3)
大森　胡桃   (3)

郷内中 52.73
三宅　空奈   (3)
辻浦　涼奈   (3)
塚本　千穂   (3)
田邉　理桜   (1)

玉島東中 53.08
木村　珠羽   (3)
濵﨑　　陽   (2)
藤井　采那   (2)
吉沢　果子   (3)

倉敷第一中 53.32
今川　歩果   (2)
松村　佳帆   (3)
小方　ひより (1)
辻　　文乃   (2)

福田南中 55.65
鈴木　亜虹   (1)
山口　紗知   (3)
堀内　純花   (2)
吉本　佐和子 (1)

走高跳 6/17 尾池　　優   (3) 1m54
味野中

荻田　花菜   (3) 1m48
倉敷西中

髙比良　歩奈 (3) 1m48
倉敷西中

平田　彩花   (3) 1m45
総社西中

三宅　唯央里 (2) 1m45
早島中

藤井　由衣   (3) 1m40
倉敷西中

尾崎　心優   (2) 郷内中 1m40
小川　優生   (2) 倉敷第一中

走幅跳 6/17 渡邊　菜穂   (3)   5m26/+2.3
庄中

山本　実夢   (3)   5m01/+1.4
総社西中

尾池　　優   (3)   4m74/ 0.0
味野中

木村　麻椰   (3)   4m68/+1.6
総社西中

楠戸　成美   (3)   4m59/+2.2
倉敷西中

青井　七海   (3)   4m57/+1.6
味野中

水流　歩乃果 (2)   4m52/+0.9
倉敷東中

田中　音羽   (2)   4m39/+1.4
倉敷福田中

砲丸投
(2.721kg)

6/16 角南　衣保   (3)  12m81
児島中

塚本　千穂   (3)  12m33
郷内中

若松　穂乃華 (3)  11m65
倉敷天城中

長尾　柚希   (2)  11m05
郷内中

真鍋　奈都萌 (3)  10m22
児島中

藤井　玲弥那 (2)   9m92
総社東中

永谷　みなみ (3)   9m22
児島中

仕田原　茉央 (2)   8m90
琴浦中

４種競技

100mH-走高跳-砲丸投-200m

6/16 安原　百香   (3)  2617
NGR倉敷西中

14.63/+0.5-1m40-8m79-26.40/+3.5

那須　香音   (3)  2168
*C1倉敷天城中

15.65/+3.7-1m30-7m30-27.80/+3.5

吉沢　果子   (3)  2113
*C1玉島東中

16.50/+4.3-1m30-8m35-28.03/+3.5

髙比良　歩奈 (3)  1999
*C1倉敷西中

17.09/+3.7-1m48-5m28-28.55/+3.5

木村　珠羽   (3)  1914
玉島東中
16.94/+0.5-1m30-7m14-28.95/+3.5

平田　彩花   (3)  1870
*C1総社西中

20.83/+3.7-1m48-7m83-27.81/+3.5

近藤　優奈   (1)  1732
倉敷南中
17.53/+0.5-1m20-6m90-29.01/+3.0

中村　夏鈴   (3)  1688
倉敷東中
18.50/+0.5-1m30-7m73-30.33/+3.5

女子

男女総合 倉敷南中 120点 総社西中 92点 児島中 92点 倉敷西中 84点 総社東中 71点 倉敷第一中 65.5点 玉島東中 58点 琴浦中 49点

男子総合得点 児島中 76点 倉敷南中 70点 玉島東中 43点 東陽中 39点 倉敷第一中 38点 総社西中 36点 倉敷東中 33点 庄中 30点

女子総合得点 倉敷西中 68点 総社西中 56点 倉敷南中 50点 総社東中 42点 倉敷第一中 27.5点 琴浦中 26点 郷内中 25.5点 福田南中 23点

得点

■グランドコンデション
 6月15日  9:40 雨    20.0℃   96％ 北北東 2.0m/s
 6月15日 10:00 雨    19.5℃  100％ 北 0.8m/s
 6月16日  9:15 曇り  25.0℃   61％  0.0m/s
 6月16日 10:00 曇り  25.0℃   61％ 北 3.5m/s
 6月16日 11:00 曇り  27.0℃   50％ 北 4.0m/s
 6月16日 12:00 晴れ  25.0℃   68％ 西 2.0m/s
 6月16日 13:00 晴れ  25.0℃   61％ 北 0.5m/s

　
 6月16日 14:00 晴れ  25.0℃   61％ 西 4.0m/s
 6月17日  9:00 晴れ  24.0℃   56％ 北 0.7m/s
 6月17日 10:00 曇り  25.0℃   54％ 南 2.0m/s
 6月17日 11:00 曇り  27.0℃   50％ 北 1.0m/s
 6月17日 12:00 晴れ  26.5℃   74％ 北 2.6m/s
 6月17日 13:00 晴れ  27.0℃   50％ 北 2.0m/s
 6月17日 14:00 晴れ  26.0℃   48％ 北 0.8m/s

■主催／備南東地区中学校体育連盟
　　　　倉敷市陸上競技協会
　　　　倉敷市体育協会
■後援／山陽新聞社

審判長/トラック 荒井　　太
審判長/フィールド 安部　篤征
記録・情報処理主任小野　隆博

凡例（NGR:大会新記録/ *C1:追風参考(得点参考記録)）


