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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

４×１００ｍ

《中学生》

7/24 和気中･岡山 48.17

藤谷　　涼  (1)

福山　直輝  (3)

居樹　遼河  (3)

近藤　英明  (3)

邑久中Ｂ･岡山 49.91

國塩　大翔　(2)

中川　太陽  (2)

庄司　拓真  (2)

渋谷　愛斗  (2)

邑久中Ｃ･岡山 50.09

谷森　　仙  (3)

伊加　海璃  (3)

安田　陽翔  (3)

山根　海音  (3)

備前中･岡山 51.18

津村　祥斗  (2)

紫原　春人  (2)

松本　優輝  (3)

岡﨑　太輝  (3)

４×１００ｍ

《小学生低学年》

7/24 ゆめりくＣ･岡山  1:13.94

中西　海璃  (3)

野田　智史  (2)

長谷川　開星(3)

井上　絢斗  (3)

ＭＣＲ和気Ｂ･岡山  1:14.26

力石　裕慎  (3)

平岩　秀義  (2)

力石　　章  (1)

竹内　祥悟  (3)

ＭＣＲ和気Ｃ･岡山  1:20.25

籔井　亮希  (1)

恒次　統央  (3)

草加　　誠  (2)

力石　晴仁  (2)

４×１００ｍ

《小学生高学年》

7/24 ゆめりくＡ･岡山  1:00.23

飛田　秋空  (5)

益本　隆正  (6)

今田　悠介  (6)

中西　蒼良  (6)

和気クラブＢ･岡山  1:01.55

福原　琉仁  (4)

古野　智也  (6)

谷口　斗真  (4)

吉原　慧人  (5)

ＭＣＲ和気Ａ･岡山  1:04.29

田中　汰河  (6)

佐藤　凜月希(4)

小田　悠陽  (4)

楠瀬　　旦  (4)

赤穂ＪＲＣ･兵庫  1:04.55

織田　凌駕  (6)

高田　優人  (5)

松崎　真之  (5)

鈴木　秀忠  (5)

和気クラブＡ･岡山  1:05.32

片山　馴太  (6)

畠　　祐葵  (6)

野山　尚裕  (6)

藤原　彰也  (5)

上郡陸上教室･兵庫  1:05.93

横山　昇馬  (5)

池本　虎琉  (5)

中塚　穏慶  (4)

太田　琉生  (5)

備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競Ａ･岡山 1:07.97

家嶋　　駿  (4)

江木　空斗  (4)

元吉　庸介  (6)

原田　結永  (5)

ゆめりくＢ･岡山  1:08.01

田中　悠智  (4)

今田　凱斗  (5)

内田　航太郎(4)

出井　逞雅  (4)

１００ｍ

《中学生》

7/24 田中　遥斗  (2) 11.98/-0.9

岡山・さくら走練

松本　優輝  (3) 12.09/-0.9

岡山・備前中

居樹　遼河  (3) 12.68/-2.1

岡山・和気中

庭山　晴希  (2) 12.69/-0.9

岡山・さくら走練

津村　祥斗  (2) 12.90/-0.9

岡山・備前中

福山　直輝  (3) 12.96/-2.9

岡山・和気中

藤谷　　涼  (1) 12.97/-1.4

岡山・和気中

谷森　　仙  (3) 13.08/-2.1

岡山・邑久中

１００ｍ

《小学生低学年》

7/24 竹内　祥悟  (3) 16.43/+0.4

岡山・ＭＣＲ和気

柴岡　　亨  (3) 16.61/-0.6

岡山・伊部小

池本　琉生  (2) 17.78/+0.0

兵庫・上郡陸上教室

中西　海璃  (3) 18.00/-0.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

井上　絢斗  (3) 18.02/+0.4

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

太田　和孝  (2) 18.56/-0.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

山本　蒼絆  (1) 18.64/+0.0

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

長谷川　開星(3) 18.76/+0.0

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

１００ｍ

《小学生高学年》

7/24 古野　智也  (6) 14.33/-1.0

岡山・和気クラブ

石坂　祐樹  (6) 14.67/-1.0

岡山・今城小

柴岡　秀弥  (5) 14.68/-1.0

岡山・伊部小

田中　琉斗  (5) 15.10/-1.0

岡山・山陽東小

汐江　　大  (6) 15.31/-0.3

兵庫・城西小

中西　蒼良  (6) 15.32/-1.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

益本　隆正  (6) 15.54/-0.8

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

飛田　秋空  (5) 15.55/-1.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

男子

４×１００ｍ

《中学生》

7/24 邑久中Ａ･岡山 55.22

疋田　萌夏  (3)

久安　里歩  (3)

川野　舞夏  (3)

嶋村　百花  (2)

備前中･岡山 59.90

坂口　彩華  (2)

谷口　真帆  (3)

太田　つきの(2)

網　　夏希  (1)

赤穂中･兵庫  1:04.21

汐江　真央  (1)

橋本　樹奈  (1)

亀井　優凪  (1)

松林　優有  (1)

４×１００ｍ

《小学生低学年》

7/24 備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競Ｂ･岡山 1:11.59

元吉　奈月  (2)

松本　唯花  (3)

原田　美里  (3)

平田　愛果  (3)

ＭＣＲ和気Ｄ･岡山  1:20.62

籔井　美咲希(3)

藤谷　奈々  (3)

田中　かりん(2)

小田　陽葵  (2)

ゆめりくＤ･岡山  1:22.67

柴田　亜里奈(2)

藤原　奈々  (2)

田中　愛珠  (2)

井上　日和莉(3)

４×１００ｍ

《小学生高学年》

7/24 和気本荘･岡山  1:01.28

田中　くるみ(6)

竹内　　梓  (6)

作長　紋華  (6)

平岩　愛夏  (6)

ゆめりくＡ･岡山  1:02.67

柴田　亜由果(5)

於東　美月　(6)

久安　真緒  (5)

井上　華奈  (6)

備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競Ａ･岡山 1:07.57

永井　結愛  (6)

吉岡　美波  (6)

岡田　祐妃  (5)

別府　草羽  (4)

和気クラブ･岡山  1:08.41

藤原　千晴  (6)

寺尾　瑠菜  (6)

安養寺　そら(6)

中西　清花  (6)

ゆめりくＢ･岡山  1:12.49

岡本　愛結  (4)

丸山　菜瑠  (4)

田原　叶望  (4)

秀安　茜音  (5)

ゆめりくＣ･岡山  1:13.95

奥田　伊織  (4)

細田　いちか(4)

田鍋　妃菜  (4)

田鍋　奈菜  (4)

１００ｍ

《中学生》

7/24 森下　杏里  (3) 12.94/+0.0

岡山・さくら走練

石原　涼華  (3) 13.53/+0.0

岡山・さくら走練

安藤　玲奈  (1) 13.66/+0.4

岡山・さくら走練

内藤　　心  (3) 13.73/+0.0

岡山・高陽中

小坂　美輝  (1) 13.97/+0.0

岡山・高陽中

谷口　真帆  (3) 14.06/+0.0

岡山・備前中

沼本　彩花  (1) 14.38/-0.1

岡山・さくら走練

川添　梨花  (3) 14.42/+0.4

岡山・高陽中

１００ｍ

《小学生低学年》

7/24 平田　愛果  (3) 17.54/-2.9

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

松本　唯花  (3) 18.33/-1.4

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

宮本　智佳  (3) 18.70/-1.4

兵庫・上郡陸上教室

元吉　奈月  (2) 19.19/-1.4

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

藤谷　奈々  (3) 19.75/-2.9

岡山・ＭＣＲ和気

藤原　奈々  (2) 19.93/-1.4

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

岡村　　環  (2) 20.00/-2.9

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

原田　美里  (3) 20.03/-2.9

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

１００ｍ

《小学生高学年》

7/24 竹内　　梓  (6) 14.64/+0.7

岡山・和気本荘

井上　華奈  (6) 15.06/+0.0

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

桑村　海帆  (5) 15.33/+0.3

岡山・吉備高原走練

濱本　花央子(6) 15.67/+0.0

兵庫・城西小

永井　結愛  (6) 15.72/+0.0

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

中西　清花  (6) 15.80/-0.9

岡山・和気クラブ

延原　日葵  (5) 15.87/+0.0

岡山・伊里小

田中　くるみ(6) 16.01/+0.0

岡山・和気本荘

女子

４×１００ｍ 7/24 上郡陸上教室･兵庫  1:09.39

宮本　結衣花(5)

大鷹　彩千歩(6)

宮本　智佳  (3)

横山　百音  (6)

赤穂ＪＲＣ･兵庫  1:14.34

青山　律樹  (6)

小河　拓夢  (4)

松崎　由依  (2)

ｶｲﾗﾑ　ﾁｬﾘﾄ  (4)

ゆめりくＺ･岡山  1:17.83

於東　晃希  (2)

太田　和孝  (2)

長谷川　拓夢(2)

岡村　　環  (2)

友好
小学生

４００ｍ 7/24 生馬　知季(T54) 49.82

岡山・WORLD-AC

岸澤　宏樹(T54) 51.64

大阪・新日本住設

松永　仁志(T53) 54.83

岡山・WORLD-AC

豊田　響心(T54) 55.43

岡山・WORLD-second

佐藤　友祈(T52) 56.43

岡山・WORLD-AC

能島　孝洋(T53)  1:03.97

岡山・岡山市役所

男子
車椅子

４００ｍ 7/24 村岡　桃佳  (T54) 58.61

埼玉・トヨタ自動車

小西　恵子  (T53)  1:05.51

兵庫・シーズアスリート

藤本　彩加  (T53)  1:25.41

岡山・桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

小西　麻沙妃(T34)  1:37.47

岡山・桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

高橋　愛香  (T53)  1:38.98

岡山・桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

御船　愛乃  (T34)  1:39.78

岡山・桃太郎夢ｸﾗﾌﾞ

女子
車椅子

■グランドコンディション

  9:30 雨    26.0℃   92％ 東南東 1.5m/s

 10:00 曇り  27.5℃   88％ 東南東 1.7m/s

 11:00 雨    28.0℃   85％ 南東 1.7m/s

 12:00 雨    26.0℃   92％ 南東 0.9m/s

■主催／備前市陸上競技協会

　　　　一般財団法人備前市施設管理公社

■後援／備前市

　　　　備前市教育委員会

審　　判　　長：波多野　政司

記　録　主　任：岡村　愛子


