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3rd Okayama Prefectural Athletics Time Trials3rd Okayama Prefectural Athletics Time Trials3rd Okayama Prefectural Athletics Time Trials3rd Okayama Prefectural Athletics Time Trials
2019年9月7日(土)      決勝一覧表　　　

主催：一般財団法人岡山陸上競技協会　　　競技場：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 9/7 勢力　　奎 10.69/-0.6

広島・ＡＳフクヤマ

尾脇　健太  (2) 10.81/-0.6

長崎・環太平洋大

林　　頼人  (1) 11.10/-0.6

島根・岡山商科大

高橋　朋也 11.11/-0.6

岡山・GloryAC

延兼　省吾  (4) 11.14/-1.8

岡山・岡山商科大

伊藤　大地  (4) 11.15/+1.7

広島・広島修道大

佐々木　太夢(4) 11.17/+3.6

広島・広島修道大

山口　　諒 11.18/+3.6

岡山・三菱自動車水島

２００ｍ 9/7 川島　俊平  (2) 21.85/-0.1

福岡・環太平洋大

勢力　　奎 21.99/-0.1

広島・ＡＳフクヤマ

尾脇　健太  (2) 22.11/-0.1

長崎・環太平洋大

佐々木　太夢(4) 22.13/-0.1

広島・広島修道大

谷本　直輝  (3) 22.49/-0.1

佐賀・環太平洋大

岡本　啓吾  (3) 22.58/-0.1

岡山・広島工業大

大塚　泰紀  (3) 22.62/-0.9

愛媛・岡山大

北　　優也 22.66/-0.9

岡山・三菱自動車水島

４００ｍ 9/7 正野　拓海  (1) 49.44

徳島・環太平洋大

伊藤　大地  (4) 49.69

広島・広島修道大

堀之内　譲  (3) 49.95

広島・環太平洋大

石丸　竣也  (1) 50.27

山口・環太平洋大

富田　悠介 50.61

岡山・ＯＵＦ

竹内　友希  (3) 50.72

岡山・岡山大

徳永　貴昭 50.81

岡山・三菱自動車水島

高木　駿多  (1) 51.40

愛媛・環太平洋大

８００ｍ 9/7 宮川　流之介(2)  1:57.32

大阪・美作大

安延　瑞喜  (3)  1:57.33

岡山・香川大

長谷川　翔央(2)  1:58.21

岡山・岡山東商業高

風早　剛志  (4)  1:59.36

岡山・川崎医療福祉大

田中　智之  2:01.47

香川・ASPERITY

出原　裕矢  (4)  2:01.49

岡山・広島経済大

中山　起樹  (2)  2:01.75

岡山・川崎医療福祉大

角南　季明  (1)  2:02.03

岡山・岡山商大附高

３０００ｍ 9/7 浅山　樹璃  8:53.00

岡山・ＧＳＤＦ岡山

中西　真大  (3)  8:55.64

岡山・就実高

廣瀬　貴明  9:01.85

岡山・岡山クラブ

奥山　善人  9:02.24

岡山・ＧＳＤＦ岡山

高橋　正尚  9:06.42

岡山・倉敷化工

小野　喜之  9:07.82

岡山・倉敷福田走友会

田中　視陽  (3)  9:20.36

岡山・芳泉中

片田　　堅  9:20.80

岡山・ＧＳＤＦ岡山

１１０ｍＨ

(1.067m)

9/7 西川　晴海  (4) 14.34/-0.5

愛媛・愛媛大

松本　聖一郎(4) 15.00/-0.5

愛媛・岡山商科大

岡崎　正樹 15.21/-0.5

岡山・GloryAC

田村　元弘 15.40/-0.5

岡山・岡山ＡＣ

猪子　智至  (4) 15.62/-0.5

徳島・環太平洋大

阿木　健悟 15.71/-0.5

徳島・ＴＴＦ

田中　亮伍  (1) 16.51/-1.4

兵庫・環太平洋大

木村　航大  (1) 16.75/-1.4

岡山・環太平洋大

１１０ｍＪＨ

(0.991m)

9/7 則保　雄飛  (1) 17.99/+0.6

岡山・岡山工業高

１１０ｍＨ

(中学0.914m)

9/7 小林　総成  (2) 18.11/-0.9

岡山・京山中

池田　徳紀  (3) 18.34/-0.9

岡山・荘内中

白川　竜雅  (3) 18.41/-0.9

岡山・荘内中

濱　　良太  (2) 18.63/-0.9

岡山・荘内中

石下　煌大  (2) 19.72/-1.9

岡山・京山中

國分　奏良  (1) 20.11/-1.9

岡山・荘内中

浅沼　卓実  (1) 20.72/-1.9

岡山・吉備中

高橋　　遼  (1) 21.96/-1.9

岡山・荘内中

４００ｍＨ

(0.914m)

9/7 廣本　朋哉 (M2) 55.06

岡山・岡山大

藤越　春希  (3) 55.17

岡山・岡山理科大

堀西　洸惇  (3) 55.54

島根・出雲高

福本　悠人  (3) 56.22

高知・美作大

田原　佳樹  (1) 56.62

岡山・岡山大

金子　敬志 57.42

島根・TeamOJC

浜野　雄気  (1) 58.67

岡山・岡山工業高

今井　智稀  (2) 59.15

岡山・岡山商大附高

走高跳 9/7 女鹿田　匠 (M1) 2m13

岡山・岡山大

奥田　昌樹  (4) 2m03

岡山・岡山商科大

藤本　朋希  (2) 2m00

岡山・環太平洋大

周藤　　尊  (1) 1m97

岡山・就実高

藤川　英道  (3) 1m97

岡山・岡山県立大

廣田　勇一 1m97

岡山・GloryAC

田原　啓伍  (2) 1m94

岡山・就実高

坂野　亮二 1m94

島根・TeamOJC

走幅跳 9/7 河田　龍弥  (3)   7m12/-0.5

岡山・環太平洋大

武久　　翔  (1)   7m04/-3.2

岡山・岡山商科大

川原　文太  (2)   6m72/-1.4

愛媛・岡山商科大

平野　智己  (4)   6m53/-0.6

岡山・川崎医療福祉大

佐藤　蓮也  (3)   6m44/+3.2

岡山・岡山工業高

北村　嘉得  (1)   6m43/+1.7

岡山・岡山工業高

塩川　直人  (2)   6m40/+2.8

鳥取・環太平洋大

末石　有人   6m33/+2.7

岡山・旭化成水島

三段跳 9/7 花咲　衆士  (2)  13m95/+2.4

広島・環太平洋大

中岡　響平  (3)  13m36/+2.9

高知・美作大

野口　尚樹  (4)  13m22/+1.4

島根・福山平成大

竹谷　幸希也(3)  13m10/+3.4

岡山・明誠学院高

川端　慶洋  (2)  12m99/-1.0

愛媛・環太平洋大

落合　宏大  (2)  12m96/-1.9

島根・環太平洋大

小山　晃青  (1)  12m48/+1.2

岡山・就実高

松木　太志  (2)  12m26/-0.8

岡山・岡山工業高

砲丸投

(7.260kg)

9/7 柴田　祥希  (1)  13m64

岡山・環太平洋大

迎　　泰輝  (3)  13m23

兵庫・環太平洋大

立花　郁斗  (1)  11m81

岡山・環太平洋大

水谷　勇斗  (1)  11m42

岡山・環太平洋大

神田　佳希 (M2)  10m38

岡山・岡山大

川田　佳次  (4)   9m56

広島・福山平成大

砲丸投

(高校6.000kg)

9/7 中塚　玄起  (1)  12m08

岡山・創志学園高

宗兼　憂門  (1)  11m14

岡山・岡山商大附高

池上　雅泰  (1)   9m59

岡山・倉敷古城池高

木村　慈允  (1)   8m68

岡山・岡山商大附高

佐々木　史哉(3)   8m41

岡山・岡山商大附高

砲丸投

(中学5.000kg)

9/7 前田　珠佑  (3)   8m31

岡山・荘内中

前田　一樹  (3)   7m43

岡山・吉備中

難波　賢生  (1)   6m24

岡山・宇野中

石井　　翔  (1)   6m23

岡山・倉敷西中

丸山　達也  (2)   4m84

岡山・吉備中

岡﨑　太輝  (1)   4m14

岡山・備前中

やり投

(0.800kg)

9/7 桑田　和佳  63m55

広島・広島大樟柳ｸﾗﾌﾞ

水谷　勇斗  (1)  61m74

岡山・環太平洋大

友野　彪馬  (1)  61m34

岡山・環太平洋大

曽川　優飛  (1)  46m40

岡山・倉敷工業高

藤本　崚登  (1)  44m14

岡山・岡山大

藤原　隆斗  (1)  43m96

岡山・岡山商大附高

池田　智博  (1)  39m11

岡山・岡山大

下田　　健  35m75

岡山・三井E&S玉野

男子

１００ｍ 9/7 大城　珠莉  (3) 12.23/+0.2

愛知・至学館高

木村　文子 12.25/+0.2

広島・エディオン

芝田　愛花  (1) 12.46/+0.2

北海道・環太平洋大

安田　志織  (3) 12.68/+0.2

千葉・環太平洋大

藤田　英里  (3) 12.94/+0.2

岡山・岡山操山高

松本　真奈  (2) 13.05/-1.8

鳥取・美作大

川原　早織  (1) 13.06/+1.1

岡山・さくら走練

與田　真未  (1) 13.14/+1.1

岡山・灘崎中

２００ｍ 9/7 高木　里奈  (2) 25.91/+1.2

岡山・川崎医療福祉大

東脇　あんの(2) 27.17/+1.2

岡山・岡山南高

西山　知里  (1) 27.35/+1.5

岡山・ＮＤ清心女子大

石原　涼華  (2) 27.52/+1.2

岡山・さくら走練

平岡　優花  (2) 27.79/+1.5

岡山・西大寺中

森下　杏里  (2) 27.97/+1.2

岡山・さくら走練

川原　早織  (1) 28.52/+1.5

岡山・さくら走練

白神　帆乃香(1) 28.55/+1.5

岡山・倉敷古城池高

４００ｍ 9/7 渡部　仁美  (2) 59.81

広島・美作大

大谷　友梨恵  1:00.49

愛知・加藤建設

桝田　　岬  (1)  1:02.36

山口・環太平洋大

小川　莉奈  (3)  1:02.87

岡山・美作大

大島　みほか(1)  1:05.87

岡山・倉敷古城池高

古家　里奈  (1)  1:06.47

岡山・荘内中

樋口　美桜  (2)  1:07.15

岡山・宇野中

土居　心温  (2)  1:07.16

岡山・芳泉中

８００ｍ 9/7 粟　　愛華  (1)  2:21.73

岡山・就実高

山室　優香  (3)  2:22.28

岡山・ＮＤ清心女子大

森下　唯里  (1)  2:24.53

岡山・岡山東商業高

馬場　瑞希  (3)  2:24.73

岡山・京山中

藤田　絹子  (2)  2:26.48

岡山・福浜中

大西　未来  (3)  2:29.04

岡山・芳泉中

坂東　里穂  (3)  2:31.48

岡山・岡山東商業高

藤原　小晴  (1)  2:33.43

岡山・宇野中

３０００ｍ 9/7 堤　　真花  (2) 10:04.52

岡山・岡山操山高

冨士谷　苑香(1) 10:46.07

広島・広島文化学園大

有富　　郁  (3) 10:48.30

岡山・吉備中

北向　菜々  (3) 11:15.58

岡山・京山中

間野　　結  (2) 11:15.91

岡山・吉備中

松尾　莉奈  (1) 11:23.07

岡山・吉備中

今田　結月  (3) 11:34.68

岡山・岡山東商業高

福田　あみ  (2) 11:45.40

岡山・吉備中

１００ｍＨ

(0.838m)

9/7 篠原　愛海  (3) 14.71/+0.6

鹿児島・環太平洋大

大城　有利加(3) 15.04/+0.6

沖縄・環太平洋大

池田　萌華  (2) 15.40/+1.7

熊本・環太平洋大

東脇　あんの(2) 16.27/+1.7

岡山・岡山南高

小比賀　美月(2) 17.12/+1.7

岡山・岡山東商業高

山下　彩菜  (1) 17.80/+1.7

岡山・岡山東商業高

１００ｍＨ

(中学0.762m)

9/7 堀内　ひかり(1) 15.55/+1.7

岡山・京山中

上原　　萌  (2) 16.04/+1.7

岡山・京山中

沖田　万由子(2) 16.21/+1.7

岡山・西大寺中

木口　りおな(2) 16.68/+1.7

岡山・吉備中

花岡　汐音  (3) 16.74/+1.7

岡山・味野中

國定　那奈  (2) 16.81/+1.7

岡山・京山中

伊久　爾子  (2) 19.07/-1.4

岡山・吉備中

信江　想空  (1) 19.17/-1.4

岡山・操南中

４００ｍＨ

(0.762m)

9/7 大谷　友梨恵  1:02.41

愛知・加藤建設

黒岩　星紗碧(2)  1:03.00

高知・環太平洋大

澤　　美羽  (2)  1:03.99

愛知・至学館高

桝田　　岬  (1)  1:07.72

山口・環太平洋大

小比賀　美月(2)  1:09.46

岡山・岡山東商業高

井上　　舞  (2)  1:12.62

島根・美作大

鳥取　彩花  (2)  1:15.08

岡山・岡山南高

小坂　日菜乃(2)  1:15.25

岡山・岡山東商業高

走高跳 9/7 渡邉　麻菜香(3) 1m65

兵庫・環太平洋大

堀野　智加  (1) 1m65

岡山・環太平洋大

黒川　香津  (3) 1m62

岡山・福浜中

井上　未悠  (2) 1m56

岡山・就実高

尾池　　優  (3) 1m56

岡山・味野中

松尾　嘉樹  (3) 1m53

岡山・福浜中

片山　　歩  (1) 1m50

岡山・環太平洋大

金谷　里美  (2) 岡山・倉敷古城池高1m45

幸坂　きらり(1) 岡山・就実高

走幅跳 9/7 三原　美樹  (3)   5m53/+2.0

香川・環太平洋大

浦野　奈央  (1)   5m44/+2.5

岐阜・環太平洋大

横山　育海  (2)   5m15/-0.4

岡山・岡山東商業高

甲斐　日南乃(1)   4m89/+4.1

岡山・ＮＤ清心女子大

白石　　遙  (1)   4m88/-2.1

岡山・倉敷古城池高

味見　優里奈(1)   4m80/+0.5

岡山・ＮＤ清心女子大

河内　琳香  (2)   4m70/+4.9

岡山・吉備中

田中　　葵  (2)   4m48/ 0.0

岡山・操南中

三段跳 9/7 森岡　美紅  11m38/+1.2

岡山・ＫＮＤ．ＴＣ

小林　桜子  11m26/+0.7

岡山・GloryAC

平井　美帆  (1)  10m14/+2.5

愛媛・環太平洋大

砲丸投

(4.000kg)

9/7 奥山　琴未  (3)  13m23

岡山・さくら走練

山根　瑞稀  (1)  10m92

大阪・環太平洋大

砲丸投

(中学2.721kg)

9/7 直井　和佳奈(2)   8m97

岡山・京山中

神農　ななみ(1)   7m91

岡山・灘崎中

二枝　佑莉  (2)   7m44

岡山・福浜中

延原　紗耶  (2)   7m02

岡山・吉備中

平山　しおり(1)   5m52

岡山・京山中

秋田　結衣  (1)   5m48

岡山・吉備中

楢村　はるか(1)   4m55

岡山・吉備中

やり投

(0.600kg)

9/7 小嵐　みなみ(2)  30m59

岡山・東岡山工業高

女子

■グランドコンディション

  9:30 晴れ  31.5℃   57％ 南南西 2.2m/s

 10:00 晴れ  32.0℃   55％ 西南西 0.9m/s

 11:00 晴れ  32.5℃   53％ 西南西 1.3m/s

 12:00 晴れ  32.0℃   55％ 南西 1.6m/s

　

 13:00 晴れ  32.0℃   58％ 南南東 0.9m/s

 14:00 晴れ  32.0℃   61％ 南東 0.7m/s

 15:00 晴れ  32.5℃   55％ 南東 0.7m/s

総　務 神達　靖久

審判長/トラック 服部　　功

審判長/フィールド 尾川　登太郎

記録・情報処理主任安藤　成顕


