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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 11/17 山田　泰裕 11.52/-0.5

岡山・ＯＵＦ

森本　悠介  (3) 12.11/-0.5

岡山・操南中

土居　憲明  (3) 12.25/-0.7

岡山・荘内中

木村　　歩  (2) 12.32/-0.5

岡山・邑久中

打越　　絆  (2) 岡山・瀬戸ＳＣ 12.40/-0.5

月本　雄基  (2) 岡山・高梁中 12.40/-0.7

濱口　嘉生  (2) 12.52/-0.7

岡山・荘内中

伊加　海璃  (2) 12.55/-0.1

岡山・邑久中

２００ｍ 11/17 土居　憲明  (3) 24.92/-0.5

岡山・荘内中

松本　優輝  (2) 24.97/-1.0

岡山・備前中

石川　皓大  (2) 25.12/-0.5

岡山・瀬戸ＳＣ

月本　雄基  (2) 25.14/-0.5

岡山・高梁中

池田　駿陽  (1) 25.33/-0.5

岡山・荘内中

谷野　佑成  (2) 25.38/-0.5

岡山・荘内中

濱口　嘉生  (2) 25.55/-1.0

岡山・荘内中

谷口　智哉  (2) 26.34/-1.0

岡山・瀬戸ＳＣ

１５００ｍ 11/17 小牧　楓斗  (3)  4:16.35

岡山・荘内中

大森　誠也  4:18.72

岡山・岡山陸協

山田　泰裕  4:26.12

岡山・ＯＵＦ

森　　海都  4:36.75

岡山・ＯＵＦ

片岡　涼輔  (3)  4:38.10

岡山・荘内中

平田　成利  (1)  4:39.22

岡山・備前中

八田　拓士  (2)  4:40.10

岡山・荘内中

小柳　颯士  (2)  4:41.59

岡山・荘内中

３０００ｍ

《中学生》

11/17 平田　成利  (1) 10:00.75

岡山・備前中

岡本　愛翼  (3) 10:11.09

岡山・備前中

石部　尚孝  (2) 10:27.98

岡山・備前中

津島　彪吾  (2) 10:33.43

岡山・備前中

井上　隆世  (1) 10:34.16

岡山・長船中

長江　佑弥  (2) 10:45.86

岡山・備前中

松本　優輝  (2) 10:48.42

岡山・備前中

内田　吉紀  (2) 10:59.97

岡山・加賀中

１１０ｍＨ(0.914m)

《中学生》

11/17 濱　　良太  (2) 17.53/+0.4

岡山・荘内中

時岡　良光  (2) 18.03/+0.4

岡山・邑久中

國分　奏良  (1) 19.77/+0.4

岡山・荘内中

高橋　　遼  (1) 20.94/+0.4

岡山・荘内中

中桐　夢月  (1) 22.02/+0.4

岡山・操南中

４×１００ｍ 11/17 瀬戸ＳＣ･岡山 48.40

繁定　　堅  (2)

谷口　智哉  (2)

石川　皓大  (2)

矢部　理一  (2)

荘内中Ｂ･岡山 49.12

土居　憲明  (3)

池田　駿陽  (1)

糸瀬　彪凱  (2)

國分　奏良  (1)

備前中･岡山 50.09

津村　祥斗  (1)

松本　大輝  (2)

松本　優輝  (2)

紫原　春人  (1)

荘内中･岡山 50.41

濱　　良太  (2)

濱口　嘉生  (2)

今村　球桜  (2)

高橋　　遼  (1)

走幅跳 11/17 田邊　海士  (3)   6m06/-0.2

岡山・操南中

吉田　　智  (1)   4m86/+0.8

岡山・操南中

岡田　陸斗  (1)   4m57/+2.0

岡山・宇野中

谷森　　仙  (2)   4m45/+1.6

岡山・邑久中

難波　賢生  (1)   3m39/+0.6

岡山・宇野中

木﨑　博史  (1)   3m31/+0.1

岡山・宇野中

砲丸投

(6.000kg)

11/17 秋山　真一郎   8m68

神奈川・日揮

砲丸投

(5.000kg)

11/17 渋谷　愛斗  (1)   8m00

岡山・邑久中

難波　賢生  (1)   7m36

岡山・宇野中

岡﨑　太輝  (1)   4m56

岡山・備前中

男子

１００ｍ 11/17 長崎　　陽  (2) 13.51/-0.0

岡山・芳泉高

三谷  采音  (2) 13.65/-0.0

岡山・上道中

牧野　色花  (3) 13.68/-0.0

岡山・上道中

丸田　紬月  (3) 13.68/-0.0

岡山・邑久中

内藤　　心  (2) 14.07/-0.0

岡山・高陽中

信江  想空  (1) 14.11/-0.0

岡山・瀬戸ＳＣ

花岡　梨愛  (2) 14.12/+0.0

岡山・宇野中

疋田　萌夏  (2) 14.12/+0.0

岡山・邑久中

２００ｍ 11/17 長崎　　陽  (2) 27.18/-1.4

岡山・芳泉高

牧野　色花  (3) 27.78/-1.4

岡山・上道中

信江  想空  (1) 29.03/-1.4

岡山・瀬戸ＳＣ

松原　菜摘  (1) 30.05/-1.3

岡山・操南中

三宅　優亜  (1) 30.77/-1.4

岡山・荘内中

坂口　彩華  (1) 32.39/-1.3

岡山・備前中

夏目　花蓮  (1) 33.39/-1.3

岡山・宇野中

１５００ｍ 11/17 古家　里奈  (1)  5:16.09

岡山・荘内中

中上　楓香  (1)  5:19.45

岡山・長船中

竹下　暖七  (2)  5:20.61

岡山・高陽中

佐川　愛未  (1)  5:36.38

岡山・宇野中

井上　萌花  (1)  6:27.31

岡山・高陽中

３０００ｍ 11/17 中上　楓香  (1) 12:18.79

岡山・長船中

太田　つきの(1) 12:22.06

岡山・備前中

１００ｍＨ(0.762m)

《中学生》

11/17 藤原　玲奈  (1) 18.39/+0.4

岡山・邑久中

４×１００ｍ 11/17 宇野中･岡山 54.96

藤岡　咲江  (2)

安村　いおん(2)

花岡　梨愛  (2)

織田　紗亜弥(2)

荘内中･岡山 55.81

黒明　成珠  (2)

古家　里奈  (1)

三宅　優亜  (1)

土居　柚稀  (1)

走幅跳 11/17 丸田　紬月  (3)   4m99/+1.3

岡山・邑久中

三谷  采音  (2)   4m71/+0.4

岡山・上道中

川野　舞夏  (2)   4m54/+1.0

岡山・邑久中

丸山　結菜  (1)   4m53/+0.9

岡山・邑久中

高田　愛梨  (2)   4m16/+0.1

岡山・上道中

黒明　成珠  (2)   4m15/+1.2

岡山・荘内中

馬場  咲菜  (1)   4m12/ 0.0

岡山・長船中

藤岡　咲江  (2)   4m04/+0.9

岡山・宇野中

女子

１００ｍ 11/17 中新　優也  (5) 15.10/-1.1

兵庫・赤穂ＪＲＣ

三原　陽登  (5) 15.67/-1.3

岡山・上南ＡＣ

春名　健太郎(6) 15.92/-1.3

兵庫・ちくさＲＣ

三谷　優弥  (5) 16.32/-1.3

岡山・上南ＡＣ

飛田　秋空  (4) 16.37/-1.3

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

越智　舶斗  (5) 16.39/-1.1

兵庫・赤穂ＪＲＣ

金井　望夢  (6) 17.05/-1.1

兵庫・ちくさＲＣ

小野　勝也  (4) 17.13/-1.1

兵庫・ちくさＲＣ

１０００ｍ 11/17 来見　旺汰  (5)  3:20.86

岡山・上南ＡＣ

正富　頼久  (4)  3:26.63

岡山・上南ＡＣ

春名　健太郎(6)  3:28.57

兵庫・ちくさＲＣ

内田　圭祐  (5)  3:29.21

岡山・吉備高原ＭＡ

小野　勝也  (4)  3:29.35

兵庫・ちくさＲＣ

松原　　歩  (5)  3:44.95

岡山・備前ｼﾞｭﾆｱ陸競

金井　望夢  (6)  3:57.05

兵庫・ちくさＲＣ

久保　和輝  (4)  4:23.42

岡山・備前ｼﾞｭﾆｱ陸競

走幅跳 11/17 三原　陽登  (5)   3m75/+0.7

岡山・上南ＡＣ

三谷　優弥  (5)   3m46/+0.2

岡山・上南ＡＣ

男子
小学生

１００ｍ 11/17 石部　里奈  (6) 14.29/-1.2

岡山・備前ｼﾞｭﾆｱ陸競

岡本　　恋  (6) 15.21/-1.2

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

信江　海美芭(5) 16.23/-1.2

岡山・平井小

永井　結愛  (5) 16.24/-1.2

岡山・備前ｼﾞｭﾆｱ陸競

庄治　咲來  (5) 16.33/-1.2

岡山・上南ＡＣ

藤井　乙葉  (4) 16.70/-0.7

岡山・上南ＡＣ

於東　美月  (5) 16.98/-0.7

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

信江　小雪  (4) 17.50/-0.7

岡山・平井小

８００ｍ 11/17 松原　未来  (6)  2:39.73

岡山・備前ｼﾞｭﾆｱ陸競

永井　結愛  (5)  2:39.90

岡山・備前ｼﾞｭﾆｱ陸競

井上　華奈  (5)  2:40.01

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

鈴木　ましろ(6)  2:41.21

兵庫・ちくさＲＣ

庄治　咲來  (5)  2:41.27

岡山・上南ＡＣ

川島　陽和  (6)  2:42.64

岡山・備前ｼﾞｭﾆｱ陸競

正富　菜緒  (6)  2:45.79

岡山・上南ＡＣ

内田　　響  (6)  2:46.70

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

走幅跳 11/17 松原　未来  (6)   4m10/+1.1

岡山・備前ｼﾞｭﾆｱ陸競

正富　菜緒  (6)   3m76/+1.3

岡山・上南ＡＣ

井上　華奈  (5)   3m39/+0.7

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

女子
小学生

■グランドコンディション

 9:40 晴れ  16.0℃   74％ 南東 0.9m/s

10:00 晴れ  17.0℃   70％ 南東 0.7m/s

11:00 晴れ  18.0℃   62％ 南東 1.2m/s

　

12:00 曇り  18.0℃   57％ 南東 1.2m/s

13:00 晴れ  19.5℃   46％ 南東 1.7m/s

14:00 曇り  19.5℃   50％ 東 1.7m/s

■主催／備前市陸上競技協会

■後援／備前市体育協会

審判長 堀川　正徳

記録・情報処理主任岡村　愛子


