
第３１回岡山市中学校総合体育大会陸上競技の部第３１回岡山市中学校総合体育大会陸上競技の部第３１回岡山市中学校総合体育大会陸上競技の部第３１回岡山市中学校総合体育大会陸上競技の部 19333705 2019年8月26日(月)～27日(火)      決勝一覧表　　　
岡山県陸上競技場 331010

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》

8/26 藤原　大翔   (1) 12.43/-1.9
京山中

岸本　琉煌   (1) 12.64/-1.9
旭東中

藤原　悠宇   (1) 12.70/-1.9
市操山中

原　　伊吹   (1) 12.86/-1.9
吉備中

山田　一雅   (1) 12.96/-1.9
中山中

庄司　悠矢   (1) 13.03/-1.9
芳泉中

須々木　蒼大 (1) 13.26/-1.9
岡北中

武本　成生   (1) 13.36/-1.9
桑田中

１００ｍ
《２年》

8/26 鈴木　大介   (2) 11.83/-1.9
岡山大安寺中等

大月　康資   (2) 12.06/-1.9
岡山操山中

在本　開智   (2) 12.17/-1.9
旭東中

根木　蒼志   (2) 12.22/-1.9
竜操中

小川　凌平   (2) 12.44/-1.9
操南中

砂子　泰志   (2) 12.45/-1.9
瀬戸中

１００ｍ
《３年》

8/26 松原　桜汰   (3) 11.27/-1.1
旭東中

絹田　龍ノ介 (3) 11.68/-1.1
岡山操山中

成富　礁太   (3) 11.83/-1.1
操南中

髙木　恒成   (3) 12.02/-1.1
妹尾中

八田　雅雪   (3) 12.03/-1.1
旭東中

西﨑　悠真   (3) 12.07/-1.1
中山中

羽﨑　元信   (3) 12.08/-1.1
山南中

２００ｍ
《１・２年》

8/27 鈴木　大介   (2) 23.58/+1.2
岡山大安寺中等

在本　開智   (2) 24.06/+1.2
旭東中

大月　康資   (2) 24.14/+1.2
岡山操山中

丸山　泰輔   (2) 24.48/+1.2
岡山大安寺中等

藤原　大翔   (1) 24.73/+1.2
京山中

生田　雅樹   (2) 24.99/+1.2
香和中

岸本　琉煌   (1) 25.19/+1.2
旭東中

２００ｍ
《３年》

8/27 松原　桜汰   (3) 22.40/-0.3
NGR旭東中

絹田　龍ノ介 (3) 23.73/-0.3
岡山操山中

髙木　恒成   (3) 23.96/-0.3
妹尾中

成富　礁太   (3) 24.03/-0.3
操南中

斉藤　大翔   (3) 24.33/-0.3
妹尾中

高尾　唯斗   (3) 24.46/-0.3
芳泉中

森本　靖大   (3) 24.97/-0.3
中山中

森　　大和   (3) 25.03/-0.3
岡山大附中

４００ｍ 8/26 棟長　秀仁   (3) 52.95
岡山大安寺中等

齋藤　洋紀   (3) 54.20
岡山操山中

丸山　泰輔   (2) 54.38
岡山大安寺中等

塩﨑　照英   (3) 54.41
上道中

池上　　豪   (2) 54.51
興除中

中村　俊之亮 (3) 55.74
吉備中

乙倉　悠祐   (3) 55.77
山南中

生田　雅樹   (2) 55.85
香和中

８００ｍ 8/27 松田　幸大   (3)  2:06.26
芳泉中

棟長　秀仁   (3)  2:09.55
岡山大安寺中等

久世　拳士郎 (3)  2:09.90
妹尾中

高淵　慶太   (3)  2:10.78
操南中

三浦　颯太   (3)  2:11.01
岡山大附中

乙倉　悠祐   (3)  2:11.80
山南中

田中　達也   (2)  2:15.07
吉備中

今岡　颯大   (3)  2:15.11
芳泉中

１５００ｍ
《１年》

8/26 川口　峻太朗 (1)  4:56.19
京山中

小島　光稀   (1)  5:00.00
香和中

村尾　　皐   (1)  5:05.67
竜操中

高橋　樹生   (1)  5:06.24
旭東中

今林　　希   (1)  5:07.28
京山中

末石　煌介   (1)  5:08.72
竜操中

松島　龍臣   (1)  5:09.55
灘崎中

吉崎　颯斗   (1)  5:11.40
御南中

１５００ｍ
《２年》

8/26 黒田　　然   (2)  4:27.88
桑田中

田中　達也   (2)  4:29.09
吉備中

嘉数　大雅   (2)  4:29.65
芳泉中

岡田　佳悟   (2)  4:34.51
操南中

正富　弘輝   (2)  4:36.58
西大寺中

草苅　飛源   (2)  4:37.27
芳泉中

林　　純也   (2)  4:38.73
吉備中

桐野　智矢   (2)  4:41.79
妹尾中

１５００ｍ
《３年》

8/26 松田　幸大   (3)  4:18.97
芳泉中

大山　晃和   (3)  4:20.61
京山中

林　　愛翔   (3)  4:22.41
旭東中

植木　翔真   (3)  4:29.83
旭東中

犬飼　慶人   (3)  4:33.00
吉備中

三浦　颯太   (3)  4:33.37
岡山大附中

今岡　颯大   (3)  4:33.90
芳泉中

河藤　啓悟   (3)  4:33.99
操南中

３０００ｍ 8/27 大山　晃和   (3)  9:28.92
京山中

林　　愛翔   (3)  9:35.59
旭東中

植木　翔真   (3)  9:36.36
旭東中

嘉数　大雅   (2)  9:52.51
芳泉中

草苅　飛源   (2)  9:54.74
芳泉中

菅野　雅史   (3)  9:56.86
芳泉中

河藤　啓悟   (3)  9:56.88
操南中

岡田　大樹   (2)  9:58.52
福南中

１１０ｍＨ
(0.914m)

8/27 安藤　　駿   (3) 16.38/+0.3
桑田中

曽根　琉之介 (3) 16.59/+0.3
藤田中

佐々木　将克 (3) 16.63/+0.3
岡山操山中

内藤　　十   (3) 16.66/+0.3
吉備中

河原　怜音   (2) 17.21/+0.3
吉備中

宮口  快光   (3) 17.47/+0.3
竜操中

村松　来夢   (3) 17.58/+0.3
岡山操山中

４×１００ｍ 8/27 旭東中 44.69
八田　雅雪   (3)
国清　圭亮   (3)
在本　開智   (2)
松原　桜汰   (3)

岡山操山中 45.52
齋藤　洋紀   (3)
絹田　龍ノ介 (3)
大月　康資   (2)
佐々木　将克 (3)

岡山大安寺中等 45.56
丸山　泰輔   (2)
木並　俊介   (3)
棟長　秀仁   (3)
鈴木　大介   (2)

竜操中 46.40
石田　翔大   (3)
難波　泰行   (3)
根木　蒼志   (2)
人見　琉叶   (3)

芳泉中 46.70
堀　　元気   (3)
高尾　唯斗   (3)
満行　崇博   (3)
松田　幸大   (3)

山南中 47.28
豊田　円太郎 (3)
羽﨑　元信   (3)
三枝　凜太朗 (3)
豊田　琉功   (3)

操南中 48.13
小川　凌平   (2)
貞廣　開智   (2)
鍔井　凌羽   (2)
山口　琉郁   (2)

中山中 48.80
光田　凪冴   (3)
西﨑　悠真   (3)
坪井　　廉   (3)
森本　靖大   (3)

走高跳 8/26 西山　白龍   (2) 1m78
福浜中

佐藤　秀祐   (3) 1m75
岡山聾学校

森本　悠介   (3) 1m70
操南中

築山  瑛斗   (3) 1m65
竜操中

河原　怜音   (2) 1m65
吉備中

児島　宇哉   (3) 1m65
操南中

守安　郁人   (2) 1m60
岡山大安寺中等

佐藤　龍大   (3) 1m50
藤田中

走幅跳 8/27 田邊　海士   (3)   6m30/-1.5
操南中

古賀　　司   (3)   6m23/-0.2
上道中

羽﨑　元信   (3)   6m22/+0.8
山南中

齊藤　　陸   (3)   6m18/+0.9
岡北中

吉松　光王   (3)   5m92/+0.4
岡北中

池上　　豪   (2)   5m90/ 0.0
興除中

佐藤　　旭   (2)   5m82/+0.1
旭東中

豊田　琉功   (3)   5m68/-0.1
山南中

砲丸投
(5.000kg)

8/26 平井　夏輝   (3)  11m87
石井中

久山　太陽   (2)  11m53
香和中

河野　丞哉   (3)  10m83
旭東中

中山　瑞己   (3)  10m60
操南中

石岡  春陽   (3)  10m38
竜操中

伊丹　理人   (2)   9m90
旭東中

藤原　　晟   (2)   9m78
香和中

岡崎　晴暉   (3)   9m69
旭東中

男子

１００ｍ
《１年》

8/27 森　　明日花 (1) 13.25/+1.0
岡山大附中

岩本　実都   (1) 13.60/+1.0
中山中

遠藤　はな   (1) 13.72/+1.0
岡山大安寺中等

藤原　樹理奈 (1) 13.93/+1.0
吉備中

尾﨑　　碧   (1) 13.97/+1.0
旭東中

加藤　凛花   (1) 14.18/+1.0
山南中

川村　　吏   (1) 14.31/+1.0
旭東中

１００ｍ
《２年》

8/27 田尻　真子   (2) 13.18/+0.9
京山中

富田　晴香   (2) 13.31/+0.9
旭東中

坂谷　優衣   (2) 13.36/+0.9
市操山中

與田　真未   (2) 13.48/+0.9
灘崎中

正木　　紗   (2) 13.49/+0.9
京山中

梶本　双葉   (2) 13.52/+0.9
上道中

重友　沙羅   (2) 13.76/+0.9
西大寺中

大森　琉亜   (2) 13.79/+0.9
香和中

１００ｍ
《３年》

8/27 末澤　里奈子 (3) 12.70/+1.1
旭東中

牧野　色花   (3) 13.51/+1.1
上道中

高橋　心菜   (3) 13.57/+1.1
旭東中

安田　　唯   (3) 13.66/+1.1
石井中

高平　佳菜   (3) 13.69/+1.1
山南中

守本　詩麻   (3) 13.71/+1.1
福南中

草野　菜々子 (3) 13.73/+1.1
中山中

２００ｍ
《１・２年》

8/26 田尻　真子   (2) 27.46/-0.9
京山中

正木　　紗   (2) 27.76/-0.9
京山中

富田　晴香   (2) 28.13/-0.9
旭東中

重友　沙羅   (2) 28.76/-0.9
西大寺中

岩本　実都   (1) 28.80/-0.9
中山中

與田　真未   (2) 28.96/-0.9
灘崎中

平田　晏理   (2) 28.98/-0.9
中山中

坂谷　優衣   (2) 29.03/-0.9
市操山中

２００ｍ
《３年》

8/26 末澤　里奈子 (3) 26.51/-2.6
旭東中

冨田　成美   (3) 27.64/-2.6
石井中

高橋　心菜   (3) 28.78/-2.6
旭東中

草野　菜々子 (3) 28.99/-2.6
中山中

日下　こころ (3) 29.00/-2.6
操南中

福原　綾菜   (3) 29.37/-2.6
京山中

小松原　芽生 (3) 30.60/-2.6
岡山大安寺中等

安藤　成美   (3) 31.68/-2.6
岡北中

８００ｍ 8/26 馬場　瑞希   (3)  2:23.87
京山中

奈爪　桃花   (3)  2:24.81
山南中

田邊　愛海   (3)  2:25.79
石井中

苅田　彩夏   (2)  2:27.05
吉備中

中山　ねね   (2)  2:27.24
岡山後楽館中

岡﨑　芽依   (1)  2:29.29
山南中

守本　詩麻   (3)  2:30.75
福南中

細川　　藍   (2)  2:36.02
山南中

１５００ｍ
《１年》

8/27 岡﨑　芽依   (1)  5:03.59
山南中

松尾　莉奈   (1)  5:05.77
吉備中

赤木　聖菜   (1)  5:13.80
芳泉中

桐野　留衣   (1)  5:14.19
吉備中

丸山　海侑   (1)  5:15.18
吉備中

藤元　なな   (1)  5:36.84
京山中

小山　千代   (1)  5:43.08
岡山操山中

栗田　帆の夏 (1)  5:47.86
岡山操山中

１５００ｍ
《２年》

8/27 藤田　絹子   (2)  5:04.79
福浜中

間野　　結   (2)  5:05.32
吉備中

中山　ねね   (2)  5:06.72
岡山後楽館中

白水　さくら (2)  5:07.13
岡山操山中

細川　　藍   (2)  5:09.28
山南中

森元　　杏   (2)  5:14.09
操南中

苅田　彩夏   (2)  5:16.34
吉備中

真鍋　明好   (2)  5:23.34
吉備中

１５００ｍ
《３年》

8/27 奈爪　桃花   (3)  4:49.41
山南中

大西　未来   (3)  4:50.48
芳泉中

難波　聖菜   (3)  4:51.61
福南中

北向　菜々   (3)  4:55.13
京山中

馬場　瑞希   (3)  4:55.93
京山中

田邊　愛海   (3)  5:07.25
石井中

日比野　奏   (3)  5:13.80
旭東中

小田　桃華   (3)  5:19.96
芳泉中

３０００ｍ 8/26 有富　　郁   (3) 10:13.63
吉備中

大西　未来   (3) 10:16.03
芳泉中

難波　聖菜   (3) 10:26.25
福南中

松尾　莉奈   (1) 11:03.34
吉備中

間野　　結   (2) 11:23.08
吉備中

日比野　奏   (3) 11:33.23
旭東中

森元　　杏   (2) 11:33.56
操南中

白水　さくら (2) 11:49.43
岡山操山中

１００ｍＨ
(0.762m)

8/26 葛原　沙知   (3) 15.23/-0.8
中山中

河田　千尋   (3) 15.48/-0.8
吉備中

堀内　ひかり (1) 15.58/-0.8
京山中

上原　　萌   (2) 15.87/-0.8
京山中

岡田　夏美   (3) 16.36/-0.8
福南中

的場　彩花   (2) 16.52/-0.8
旭東中

高平　佳菜   (3) 16.59/-0.8
山南中

沖田　万由子 (2) 16.74/-0.8
西大寺中

４×１００ｍ 8/27 旭東中 51.48
松本　　彩   (3)
富田　晴香   (2)
高橋　心菜   (3)
末澤　里奈子 (3)

京山中 52.18
正木　　紗   (2)
田尻　真子   (2)
山下　芹華   (2)
上原　　萌   (2)

中山中 52.25
草野　菜々子 (3)
岩本　実都   (1)
難波　萌花   (3)
葛原　沙知   (3)

西大寺中 52.36
山中　璃音   (2)
平岡　優花   (2)
重友　沙羅   (2)
沖田　万由子 (2)

山南中 52.98
小野山　千咲 (3)
谷口　琴美   (3)
摺河　史華   (3)
高平　佳菜   (3)

吉備中 53.32
河内　琳香　 (2)
河田　千尋   (3)
寺園　萌笑   (3)
有富　　郁   (3)

石井中 53.68
冨田　成美   (3)
安田　　唯   (3)
田邊　愛海   (3)
岸本　　桜   (1)

上道中 53.71
梶本　双葉   (2)
甲　　結衣   (2)
三谷　采音   (2)
牧野　色花   (3)

走高跳 8/27 黒川　香津   (3) 1m66
NGR福浜中

木村　珠玖   (2) 1m55
石井中

葛原　沙知   (3) 中山中 1m50
松尾　嘉樹   (3) 福浜中

片山　千代   (1) 1m45
岡山中央中

河田　千尋   (3) 1m45
吉備中

難波　萌花   (3) 1m45
中山中

長尾　苺果   (2) 1m40
岡山後楽館中

走幅跳 8/26 上浦　愛実   (3)   5m06/+1.2
上南中

摺河　史華   (3)   4m88/-1.9
山南中

竹谷　香々名 (3)   4m65/+0.2
操南中

遠藤　はな   (1)   4m64/-0.7
岡山大安寺中等

河内　琳香　 (2)   4m54/-2.0
吉備中

幸坂　ゆめり (2)   4m45/-0.5
操南中

草野　理子   (2)   4m39/-0.6
中山中

杉　　萌加   (2)   4m33/+0.1
岡北中

砲丸投
(2.721kg)

8/27 岸本　奈己   (3)  11m07
石井中

野崎　咲月   (3)  10m24
上南中

宮﨑　愛梨   (3)  10m01
西大寺中

井戸　セレナ (3)   9m35
御南中

庄司　真依子 (3)   9m22
岡山操山中

桐山　瞳那   (2)   8m88
岡山中央中

根岸　麻衣   (3)   8m83
吉備中

直井　和佳奈 (2)   8m39
京山中

女子

■グランドコンディション
 8月26日  9:00 晴れ  29.5℃   55％ 東北東 1.2m/s
 8月26日 10:00 晴れ  30.0℃   53％ 南 0.6m/s
 8月26日 11:00 晴れ  30.5℃   47％ 南南東 0.3m/s
 8月26日 12:00 晴れ  31.5℃   39％ 北東 0.2m/s
 8月26日 13:00 晴れ  31.5℃   45％ 南東 0.2m/s
 8月26日 14:00 晴れ  32.0℃   49％ 南 1.2m/s
 8月26日 15:00 晴れ  32.5℃   52％ 南 0.6m/s

　
 8月27日  9:30 雨    24.0℃   92％ 北北西 0.6m/s
 8月27日 10:00 雨    24.0℃   92％ 北北東 0.3m/s
 8月27日 11:00 雨    24.5℃   92％ 東北東 0.1m/s
 8月27日 12:00 雨    25.5℃   88％ 北 0.1m/s
 8月27日 13:00 雨    26.0℃   84％ 北北西 0.1m/s
 8月27日 14:00 曇り  27.0℃   77％ 北 0.6m/s

■主催／岡山市中学校体育連盟陸上競技部
　　　　岡山市陸上競技協会

審判長 藤井　重信
審判長 尾川　登太郎
記録・情報処理主任金本　　健

凡例（NGR:大会新記録）


