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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

４００ｍ 3/20 山口　直起    (4) 50.11

津山高専

森元　春輔    (3) 50.95

津山高専

西尾　　孔    (2) 51.20

津山高専

頼経　真人    (2) 51.21

美作高

税所　宥斗    (2) 51.97

美作高

大畑　和葉    (1) 52.36

津山東高

兼清　　駿    (2) 52.50

美作高

七村　雄大    (1) 52.53

美作高

１５００ｍ 3/20 仙波　貴雅  4:24.28

ｚｉｐｓ

安部　光博  4:24.99

ＧＳＤＦ岡山

山口　竜平    (2)  4:28.60

津山高

牧原　ゆう    (1)  4:32.39

津山高

板倉　蒔希    (1)  4:34.41

津山東高

寺坂　十楽    (1)  4:42.10

津山東高

阿形　憲昇    (2)  4:47.44

津山西中

廣友　奏太    (2)  4:48.25

北陵中

３０００ｍ 3/20 大倉　　瑠  9:16.10

ＧＳＤＦ岡山

大倉　凰來    (2)  9:27.51

津山東中

藤原　和哉    (3) 10:08.75

津山東高

阿形　憲昇    (2) 10:12.27

津山西中

保田　知己 10:13.92

岡山陸協

牧原　ゆう    (1) 10:20.52

津山高

平田　浩輝 10:25.31

美作市ＡＦ

森　　涼晴    (2) 10:26.45

津山東中

４×４００ｍ 3/20 津山高専  3:25.39

西尾　　孔    (2)

岡田　拓実    (3)

森元　春輔    (3)

山口　直起    (4)

美作高  3:27.15

税所　宥斗    (2)

兼清　　駿    (2)

堀江　祐稀    (2)

頼経　真人    (2)

津山高  3:37.42

飯綱　祥一朗  (1)

井上　洸太郎  (2)

三村　光生    (1)

山口　竜平    (2)

津山高Ｂ  3:38.14

藤堂　晃也    (1)

若田　幸太朗  (2)

横山　巧真    (1)

大田　暖人    (2)

津山東高  3:39.59

兼本　摩耶    (2)

大畑　和葉    (1)

加藤　来門    (1)

北野　ひかる  (2)

美作高Ｂ  3:42.59

大町　悠真    (1)

内田　遥斗    (1)

七村　雄大    (1)

松永　琉生    (2)

津山高専Ｂ  3:46.93

竹内　脩斗    (2)

正影　早途    (1)

近藤　甲斐    (2)

花田　爽馬    (4)

津山高Ｃ  3:46.95

今井　涼太    (1)

福田　雄太    (1)

宮阪　朋宏    (2)

牧原　ゆう    (1)

砲丸投(7.260kg) 3/20 岡崎　巧実    (4)   8m97

津山高専

渡辺　　侑    (3)   7m91

津山高専

砲丸投(6.000kg)

《高校生》

3/20 大山　輝斗    (2)  11m62

美作高

砲丸投(5.000kg)

《中学生》

3/20 岩崎　陽光    (2)   7m63

津山中

髙橋　知生    (2)   7m37

津山中

菅野　郁弥    (2)   7m04

津山中

上山　義人    (1)   6m58

西粟倉中

森山　翔真    (2)   6m32

津山中

阿部　壱紀    (1)   5m41

勝央中

円盤投(2.000kg) 3/20 唐木　一成  24m38

井原ＲＣ

円盤投(1.750kg)

《高校生》

3/20 八木　音皇    (2)  23m05

津山東高

宇都宮　瑞    (2)  22m66

津山東高

ハンマー投(6.000kg)

《高校生》

3/20 ※出場者なし

やり投(0.800kg) 3/20 石川　晴基    (3)  38m96

津山東高

八木　音皇    (2)  38m49

津山東高

宇都宮　瑞    (2)  35m51

津山東高

松永　風太    (2)  33m36

美作高

男子

４００ｍ 3/20 宗元　早矢    (2)  1:01.99

津山高専

小倉　唯愛    (2)  1:02.98

津山高

竹内　　萌    (2)  1:04.56

津山東高

鈴木　麗菜    (2)  1:04.59

津山高

小林　沙耶    (2)  1:07.28

鶴山中

小椋　初夏    (1)  1:07.63

美作高

菅野　うた    (1)  1:07.90

津山東中

初岡　奈々世  (2)  1:08.01

津山東高

８００ｍ 3/20 川崎　愛琉    (1)  2:35.79

津山東高

林　　史江  2:39.36

岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

竹平　陽菜    (2)  2:45.46

落合中

福田　　愛    (6)  2:46.87

津山ｼﾞｭﾆｱ

今田　真衣    (1)  2:46.99

津山高

光本　さら    (2)  2:51.15

落合中

林　　愛心    (1)  2:51.28

落合中

島田　　響    (1)  2:54.93

久世中

３０００ｍ 3/20 ﾄﾞﾙｰﾘｰ　朱瑛里(1) 10:27.66

鶴山中

山根　珠莉    (1) 11:26.33

津山西中

林　　史江 11:32.73

岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

４×４００ｍ 3/20 津山高Ｃ  4:23.78

岸本　汐央莉  (2)

小倉　唯愛    (2)

大田　佳音    (2)

鈴木　麗菜    (2)

津山東高  4:32.10

小林　晴華    (2)

竹内　　萌    (2)

川崎　愛琉    (1)

初岡　奈々世  (2)

津山高専  4:40.80

宗元　早矢    (2)

赤木　りこ    (2)

井原　彩智    (5)

岡田　七海    (1)

津山高  4:46.69

西野　　椛    (1)

高橋　和加乃  (1)

秋山　真杜果  (1)

小林　暖佳    (2)

美作高  4:49.32

上原　愛海    (2)

小椋　初夏    (1)

井上　晃実    (1)

森岡　　心    (1)

津山高Ｂ  4:49.43

藤原　くるみ  (2)

今田　真衣    (1)

杉本　結花    (1)

斎藤　菜央    (2)

砲丸投(2.721kg)

《中学生》

3/20 蓬郷　彩心    (2)   8m55

津山東中

木村　京子    (1)   7m73

西粟倉中

萩原　汐音    (1)   7m67

西粟倉中

土井　美嘉    (1)   6m83

北陵中

円盤投(1.000kg) 3/20 西元　千冬    (2)  21m14

津山高

やり投(0.600kg) 3/20 西本　有希    (2)  29m95

津山商業高

西元　千冬    (2)  28m38

津山高

竹内　成実    (2)  27m95

津山東高

岡原　雛乃    (2)  25m27

津山商業高

女子

１００ｍ 3/20 小林　　伯    (6) 12.62/+0.2

津山ｼﾞｭﾆｱ

森田　大登    (6) 13.84/+0.2

久世クラブ

池上　正矛寧  (6) 14.02/+0.2

津山ｼﾞｭﾆｱ

黒石　爽太    (6) 14.17/+0.2

津山ｼﾞｭﾆｱ

小柳　天希    (6) 14.17/+0.2

津山ｼﾞｭﾆｱ

福本　俊輔    (5) 14.20/+0.2

津山ｼﾞｭﾆｱ

篠田　壮真    (6) 14.36/+0.2

津山ｼﾞｭﾆｱ

田中　翔真    (5) 14.54/+0.2

津山ｼﾞｭﾆｱ

男子
小学生

１００ｍ 3/20 植木　心遥    (6) 14.59/+0.8

津山ｼﾞｭﾆｱ

片山　琉楓    (6) 15.01/+0.8

津山ｼﾞｭﾆｱ

井上　優衣    (6) 15.09/+0.8

津山ｼﾞｭﾆｱ

福田　　愛    (6) 15.22/+0.8

津山ｼﾞｭﾆｱ

川端　美音    (6) 15.26/+0.8

Ｇｌｏｂｅ

下山　まなみ  (5) 15.37/+0.7

津山ｼﾞｭﾆｱ

山田　知佳    (6) 15.53/+0.8

Ｇｌｏｂｅ

小﨑　華奈    (5) 15.56/+0.8

Ｇｌｏｂｅ

女子
小学生

■グランドコンディション

 10:00 曇り  15.0℃   64％ 南南東 0.4m/s

 11:00 曇り  15.0℃   65％ 北北東 0.9m/s

 12:00 雨    15.5℃   59％ 南南西 0.5m/s

 13:00 曇り  15.0℃   68％ 南 1.4m/s
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