
ＯＨＫ岡山県学童陸上フェスティバル２０１９ＯＨＫ岡山県学童陸上フェスティバル２０１９ＯＨＫ岡山県学童陸上フェスティバル２０１９ＯＨＫ岡山県学童陸上フェスティバル２０１９         2019年7月20日(土)      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

《４年》

7/20 柴岡　秀弥    (4) 14.55/+2.1

備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

田中　琉斗    (4) 14.63/-1.4

ＯＪＡＣ

中川　夢稀    (4) 14.85/+0.6

常盤ＡＣ

四元　志優    (4) 15.35/-1.1

倉敷ＪＣ

田中　翔真    (4) 15.45/+1.4

津山ジュニア

北畠　琥太朗  (4) 15.50/+2.3

福田小

松本　大輝    (4) 15.64/-0.5

備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

三宅　　潤    (4) 15.81/+2.3

三勲小学校

１００ｍ

《５年》

7/20 古賀　凜太郎  (5) 14.89/+1.3

三勲小学校

古野　智也    (5) 14.98/-0.1

和気小

近藤　大斗    (5) 15.08/-0.1

Ａｓｔｅｒ

山田　陽真    (5) 15.12/+0.1

笠岡ジュニア

三原　陽登    (5) 15.16/+1.4

上南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

藤井　栄夢    (5) 15.22/-2.4

里庄東

原　　和奏    (5) 15.35/+2.4

倉敷ＪＣ

佐竹　琉乃介  (5) 15.47/-2.4

大元

１００ｍ

《６年》

7/20 大西　立空    (6) 12.78/+1.5

倉敷ＪＣ

杉香　奏多    (6) 12.99/+1.5

幡多小クラブ

徳永　龍一    (6) 13.14/+1.5

ＭＣＲ和気

坂本　翠蘭    (6) 13.16/+1.5

笠岡ジュニア

尾崎　友翔    (6) 13.32/+1.5

倉敷ＪＣ

小林　礼旺    (6) 13.54/+1.5

北房小

前田　琉玖    (6) 14.06/+1.5

福田小

太宰　颯汰    (6) 14.47/+1.5

ＧＥＭＳＴＡＲ

１０００ｍ 7/20 稲葉　蓮太    (6)  3:02.23

井村ＲＣ

久保　拓未    (6)  3:03.53

上南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

川本　航太    (5)  3:04.70

上南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

来見　旺汰    (5)  3:14.64

上南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

川本　晄太    (6)  3:17.83

上南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

武内　廉太朗  (6)  3:18.23

深山ＳＣ

石坂　祐樹    (5)  3:19.86

チームよりは

石坂　俐樹    (4)  3:21.62

チームよりは

４×１００ｍ

《４年》

7/20 津山ジュニア  1:03.08

家元　昭典    (4)

葛原　瑛斗    (4)

田中　翔真    (4)

池上　悠太    (4)

なでしこｸﾗﾌﾞ  1:06.57

石津　　健    (4)

北垣　志門    (4)

湯浅　翔太    (4)

松田　玲伊斗  (4)

富山小学校Ｆ  1:06.80

加藤　瑛智    (4)

加藤　圭智    (4)

塩出　悠人    (4)

後内　浩輝    (4)

津山ジュニアＢ  1:07.46

柴田　浬玖    (4)

佐藤　大斗    (4)

武本　悠希    (4)

藤本　純圭    (4)

冨山小学校Ｇ  1:09.12

西村　碧人    (4)

山本　航士    (4)

松永　　元    (4)

堀江　三樹    (4)

４×１００ｍ

《５年》

7/20 ＯＪＡＣ 56.36

大治　翔英    (5)

大森　貴翔    (5)

瀬島　颯人    (5)

安達　稜真    (5)

陵南小学校 58.28

久保　來空    (5)

橋本　大海    (5)

平　　拓賜    (5)

牟禮　　翔    (5)

総社ジュニア 59.03

守安　　颯    (5)

七村　颯大    (5)

高田　一始    (4)

檀上　頼斗    (5)

津山ジュニア 59.46

池上　正矛寧  (5)

寺本　汎希    (5)

福井　大椰    (5)

小柳　天希    (5)

ツシマクラブ  1:02.36

桑原　　諒    (5)

佐野　創一    (5)

百田　大祐    (5)

柳原　珀榮    (5)

富山小学校  1:03.30

中西　緑夢    (5)

深井　大介    (5)

日笠　佐亮    (5)

山口　陽大    (5)

なでしこｸﾗﾌﾞ  1:03.41

藤本　陽向    (5)

佐藤　匠徒    (5)

杭瀨　康太    (5)

小川　洋右    (5)

御野小学校Ｚ  1:03.65

畑中　玖仁    (5)

吉次　朔人    (5)

近藤　　翔    (5)

井戸　　佑    (5)

４×１００ｍ

《６年》

7/20 ＯＪＡＣ－Ａ 52.04

細川　翔生    (6)

築山　莉央    (6)

景山　慎也    (6)

岡村　涼佑    (6)

井原陸上ｸﾗﾌﾞ 52.98

酒井　大輔    (6)

竹内　翔一    (6)

久安　和騎    (6)

西田　春翔    (6)

津山ジュニア 54.18

垂井　海月    (6)

三村　采生    (6)

秋山　尚誼    (6)

上原　聖志    (6)

富山小学校 57.24

吉田　樹音    (6)

國司　健太    (6)

小橋　寛大    (6)

樫本　零生    (6)

ＯＪＡＣ－Ｂ 57.75

堀瀬　由真    (6)

堀瀬　生真    (6)

伊藤　颯真    (6)

田中　敦也    (6)

中庄ＭＣ 57.79

出雲　大雅    (6)

藤岡　幸耶    (6)

安原　敬太    (6)

大塚　光稀    (6)

倉敷ＪＣ 58.98

藤井　礼偉    (6)

浅野　翔太    (6)

吉賀　　敬    (5)

藤井　琉偉    (6)

ﾜﾝﾋﾟｰｽ陸上ｸﾗﾌﾞ  1:00.59

中山　竣介    (6)

竹下　大翔    (6)

吉本　翔太郎  (6)

山地　倫太郎  (6)

男子

１００ｍ

《４年》

7/20 延原　日葵    (4) 15.75/+1.6

伊里小

在本　理倖    (4) 15.84/-1.7

ＯＪＡＣ

山﨑　莉愛    (4) 16.00/-0.0

笠岡ジュニア

中西　心乃    (4) 16.42/-1.0

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

杉香　　遥    (4) 16.54/+1.6

幡多小クラブ

福廣　桜子    (4) 16.69/-1.0

三勲小学校

西田　真優    (4) 16.74/+1.6

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

神崎　由衣    (4) 16.77/-2.0

ＯＪＡＣ

１００ｍ

《５年》

7/20 小橋　來未    (5) 14.69/+0.6

ＯＪＡＣ

伊藤　　瑞    (5) 15.00/+0.5

笠岡ジュニア

奥迫　　星    (5) 15.54/+0.5

富山小学校

神尾　歩音    (5) 15.58/-1.1

久世クラブ

石部　晴菜    (5) 15.62/-1.1

御野小学校

竹内　　梓    (5) 15.68/-2.4

ＭＣＲ和気

髙田　琴杜鼓  (5) 15.68/-0.7

笠岡ジュニア

橋本　奈波    (5) 16.09/+0.5

倉敷ＪＣ

１００ｍ

《６年》

7/20 豊田　春姫    (6) 13.68/+1.4

笠岡ジュニア

高橋　佑奈    (6) 13.85/+1.4

瀬戸ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

石部　里奈    (6) 14.22/+1.4

備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

白神　彩夏    (6) 14.22/+1.4

Ａｓｔｅｒ

鈴木　智那    (6) 14.63/+1.4

倉敷ＪＣ

栗山　なつ    (6) 14.74/+1.4

富山小学校

徳岡　花菜    (6) 14.82/+1.4

ＧＥＭＳＴＡＲ

村上　帆乃    (6) 15.20/+1.4

ＧＥＭＳＴＡＲ

８００ｍ 7/20 ﾄﾞﾙｰﾘｰ　朱瑛里(6)  2:32.31

津山ジュニア

山本　奏鈴    (5)  2:33.18

井村ＲＣ

三宅　織菜    (6)  2:33.78

井村ＲＣ

鎌腰　愛子    (5)  2:39.11

深山ＳＣ

伊東　優奈    (4)  2:39.72

井村ＲＣ

松原　未来    (6)  2:43.22

備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

川島　陽和    (6)  2:43.57

備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

永井　結愛    (5)  2:44.31

備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

４×１００ｍ

《４年》

7/20 富山小学校Ｈ  1:08.96

新　みな美    (4)

石井　栞奈    (4)

今村　柚奈    (4)

平野　　咲    (4)

ツシマクラブ  1:09.24

伊勢田　弓惟  (4)

眞砂　日菜子  (4)

井上　琴音    (4)

石原　万結    (4)

なでしこｸﾗﾌﾞＦ  1:10.63

藤本　芽衣奈  (4)

中塚　由唯    (4)

高木　音葉    (4)

久冨　志歩    (4)

可知小学校  1:12.46

三宅　珠煌    (4)

舞原　望乃    (4)

末永　柚妃    (4)

伍賀　美月    (4)

なでしこｸﾗﾌﾞＧ  1:14.05

中村　有希    (4)

塩尻　菜々心  (4)

石川　綺華    (4)

小松　咲稀    (4)

４×１００ｍ

《５年》

7/20 倉敷ＪＣ 57.61

水流　和々花  (5)

佐藤　地央    (5)

安原　玲衣那  (5)

枚田　古都葉  (5)

ＯＪＡＣ 59.46

鷲野　ゆずは  (5)

信江　海美芭  (5)

藤田　さち    (5)

小野　芽衣果  (5)

竜之口小  1:01.06

赤木　沙羽    (5)

松井　萌愛    (5)

稲家　愛夏    (5)

行正　奈央    (5)

津山ジュニア  1:01.52

福田　　愛    (5)

植木　心遥    (5)

厨子　知咲    (5)

片山　琉楓    (5)

芥子山  1:02.59

小寺　ゆいこ  (5)

青山　菜花    (5)

中村　心結    (5)

尾﨑　　萌    (5)

総社ジュニアＢ  1:04.37

瀬尾　智子    (5)

森野　友莉    (5)

石川　穂乃    (5)

御厨　穂香    (5)

陵南小学校  1:05.78

川上　紗和    (5)

枝松　優花    (5)

三神　可望乃  (5)

齋藤　凜帆    (5)

なでしこｸﾗﾌﾞＤ  1:06.94

松永　桃茄    (5)

安西　珠祐    (5)

佐藤　希実    (5)

松岡　美桜    (5)

４×１００ｍ

《６年》

7/20 ＯＪＡＣ－Ａ 54.89

安藤　玲奈    (6)

鈴木　未桜    (6)

木見　鈴菜    (6)

爲房　百恵    (6)

ＯＪＡＣ－Ｂ 57.10

金谷　遙架    (6)

石川　万緒    (6)

稲原　あおい  (6)

木島　愛結    (6)

福浜ＡＣ 59.09

矢野　睦実    (6)

有元　かえで  (6)

田中　千代    (6)

鳥津　　夏    (6)

津山ジュニア 59.10

南　　愛那    (6)

中村　にこ    (6)

福田　莉子    (6)

中村　晴夏    (6)

中庄ＭＣ－Ａ 59.20

平山　桃子    (6)

池田　佳穂    (6)

江國　花穂    (6)

三宅　愛奈    (6)

富山小学校Ｃ  1:00.55

谷口　すみれ  (6)

笹山　侑愛    (6)

須田　帆乃花  (6)

平井　心望    (6)

ゆめりくｸﾗﾌﾞ  1:00.89

内田　　響    (6)

三浦　春子    (6)

中西　美羽    (6)

岡本　　恋    (6)

なでしこｸﾗﾌﾞ  1:03.37

天埜　李胡    (6)

青井　姫奈    (6)

武村　知亜紀  (6)

假谷　采永    (6)

女子

■グランドコンデイション

 7月20日  9:40 雨    26.5℃   88％ 西南西 1.8m/s

 7月20日 10:00 曇り  26.5℃   88％ 南西 2.5m/s

 7月20日 11:00 曇り  27.0℃   84％ 北西 1.2m/s

 7月20日 12:00 曇り  27.0℃   84％ 南西 1.6m/s

 7月20日 13:00 曇り  28.0℃   81％ 西南西 1.4m/s

 7月20日 14:00 曇り  28.0℃   81％ 北西 1.5m/s

■主催／ＯＨＫ岡山放送　一般財団法人岡山陸上競技協会

■共催／公益財団法人ＯＨＫスポーツ振興財団

■後援／岡山県教育委員会　岡山市教育委員会

　　　　岡山県小学校体育連盟　岡山県ＰＴＡ連合会

■特別協賛／アイム・コラボレーション

総　務 神達　靖久

審判長 高上　清敬

記録・情報処理主任田邉　　眞


