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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 8/7 頼経　真人    (3) 10.74/-0.2

岡山・美作高

兼清　　駿    (3) 10.87/-0.2

岡山・美作高

大林　航太 10.92/-0.2

兵庫・姫路ＨＡＣ

大田　暖人    (3) 10.99/-0.2

岡山・津山高

森　三主輝 11.09/+2.3

兵庫・神戸市陸協

小林　聖明    (1) 11.16/-0.2

岡山・津山商業高

平坂　和弘 11.17/+2.3

岡山・GloryAC

福井　研登    (1) 11.22/+2.3

岡山・美作高

２００ｍ 8/7 兼清　　駿    (3) 22.10/+1.1

岡山・美作高

大畑　和葉    (2) 22.48/+1.1

岡山・津山東高

清水　貴彦 22.97/+1.1

岡山・ＫＮＤ．ＴＣ

越尾　一翔    (2) 23.01/+0.7

岡山・美作高

福井　研登    (1) 23.04/+0.7

岡山・美作高

石村　侑大 23.13/+0.7

高知・ＭＭＧ

髙畑　隼也    (1) 23.22/+0.5

岡山・津山商業高

小林　聖明    (1) 23.28/+1.3

岡山・津山商業高

４００ｍ 8/7 大林　航太 48.82

兵庫・姫路ＨＡＣ

税所　宥斗    (3) 50.96

岡山・美作高

七村　雄大    (2) 51.62

岡山・美作高

安延　瑞喜 53.63

岡山・岡山陸協

長滝　元春    (3) 59.56

岡山・津山東中

小原　晴直    (2) 59.83

岡山・津山西中

水田　淳永    (2)  1:02.23

岡山・津山中

小林　礼旺    (2)  1:03.76

岡山・岡山陸協

８００ｍ 8/7 杉山　由樹    (2)  2:02.47

岡山・津山東高

菅野　郁弥    (3)  2:05.92

岡山・津山中

杉本　一郎    (1)  2:09.87

岡山・津山商業高

藤木　大地    (1)  2:11.64

岡山・津山高

河本　柊汰    (2)  2:17.32

岡山・落合中

橋野　幹生  2:17.60

岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

武元　佑介    (1)  2:21.88

岡山・津山商業高

花房　淳平    (1)  2:26.09

岡山・津山商業高

１５００ｍ 8/7 森下　　久  4:19.25

鳥取・東伯郡

多田　陽祐  4:29.32

岡山・岡山県庁

兼本　摩耶    (3)  4:32.44

岡山・津山東高

廣友　奏太    (3)  4:33.10

岡山・北陵中

松田　頼河    (1)  4:36.65

岡山・さくら走練

右遠　大翔    (2)  4:36.92

岡山・さくら走練

榊原　一真    (3)  4:38.35

岡山・さくら走練

山崎　泰志  4:42.73

鳥取・東伯郡

３０００ｍ 8/7 浅山　樹璃  8:32.21

岡山・ＧＳＤＦ岡山

志部　樹輝    (2)  9:12.13

岡山・環太平洋大

木村　宣久  9:13.30

岡山・岡山ＡＣ

上條　晃良  9:16.96

岡山・岡山陸協

安部　光博  9:23.96

岡山・ＧＳＤＦ岡山

北野　ひかる  (3)  9:26.29

岡山・津山東高

本居　和也  9:49.30

滋賀・チームサンタ

板倉　蒔希    (2)  9:54.95

岡山・津山東高

４×１００ｍＲ 8/7 津山高専  42.80

岡田　拓実    (4) 岡　山

山口　直起    (5) 岡　山

森元　春輔    (4) 岡　山

西尾　　孔    (3) 岡　山

美作高Ｄ  43.78

中本　翔也    (1) 岡　山

福井　研登    (1) 岡　山

中村　琉聖    (1) 岡　山

池田　悠慎    (1) 岡　山

美作高Ｃ  44.07

七村　雄大    (2) 岡　山

越尾　一翔    (2) 岡　山

頼経　真人    (3) 岡　山

水嶋　春弥    (3) 岡　山

美作高Ｂ  44.63

税所　宥斗    (3) 岡　山

青木　　蓮    (1) 岡　山

内田　遥斗    (2) 岡　山

松永　風太    (3) 岡　山

津山高専Ｂ  45.26

原　　優貴    (2) 岡　山

土居　釈晏    (1) 岡　山

美甘　見真    (1) 岡　山

近藤　甲斐    (3) 岡　山

林野高  46.26

田村　尊翔    (1) 岡　山

小林　倭斗    (2) 岡　山

山本　壮真    (1) 岡　山

西川　咲太朗  (2) 岡　山

津山中Ｃ  48.36

菅野　郁弥    (3) 岡　山

牧原　けん    (2) 岡　山

髙橋　知生    (3) 岡　山

岩崎　陽光    (3) 岡　山

北陵中  48.52

三村　采生    (2) 岡　山

上原　聖志    (2) 岡　山

川上　楓真    (2) 岡　山

仲井　大葵    (2) 岡　山

男子

１００ｍ 8/7 松林　玲佳 12.14/+0.3

高知・ＭＭＧ

有森　蘭乃    (3) 12.49/+0.3

岡山・川崎医療福祉大

小椋　初夏    (2) 12.56/+0.3

岡山・美作高

宗元　早矢    (3) 13.06/+0.3

岡山・津山高専

渡辺　かおり 13.07/+0.9

鳥取・ＳＭＴＣ

川原　早織    (3) 13.12/+0.3

岡山・さくら走練

安藤　玲奈    (2) 13.17/+0.3

岡山・さくら走練

小西　ちさ    (2) 13.20/+0.9

岡山・中道中

２００ｍ 8/7 松林　玲佳 25.33/+1.0

高知・ＭＭＧ

小椋　初夏    (2) 26.11/+1.0

岡山・美作高

有森　蘭乃    (3) 26.48/+1.0

岡山・川崎医療福祉大

宗元　早矢    (3) 26.82/+1.0

岡山・津山高専

渡辺　かおり 26.94/+0.9

鳥取・ＳＭＴＣ

楢崎　理海    (2) 27.13/+1.0

岡山・岡山大

川原　早織    (3) 27.42/+1.0

岡山・さくら走練

竹内　　萌    (3) 27.69/+0.8

岡山・津山東高

４００ｍ 8/7 石川　千晴    (2)  1:01.22

香川・ＮＤ清心女子大

竹内　　萌    (3)  1:02.33

岡山・津山東高

氏原　舞香  1:04.17

高知・ＭＭＧ

西山　知里    (3)  1:04.43

岡山・ＮＤ清心女子大

釜口　心菜    (1)  1:05.15

岡山・津山東高

初岡　奈々世  (3)  1:05.30

岡山・津山東高

飯綱　音羽    (1)  1:08.72

岡山・津山高

岸本　莉実    (1)  1:09.74

岡山・津山東高

８００ｍ 8/7 神垣　里菜  2:26.06

広島・呉市陸協

中川　公葉    (1)  2:40.36

岡山・津山商業高

福田　　愛    (1)  2:42.19

岡山・美作中

永井　美玲    (3)  2:44.42

岡山・備前中

永井　瑛茉    (4)  2:49.83

*TA岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

西野　　椛    (2)  2:49.97

岡山・津山高

西原　茉穂    (1)  2:51.48

岡山・津山高

厨子　知咲    (1)  2:54.87

岡山・津山中

１５００ｍ 8/7 川崎　愛琉    (2)  5:09.72

岡山・津山東高

平田　茉亜紗  (1)  5:13.19

岡山・津山東高

山根　珠莉    (2)  5:13.57

岡山・津山西中

永井　結愛    (1)  5:26.25

岡山・備前中

二若　七海    (3)  5:35.76

岡山・蒜山中

宗本　綾音    (1)  5:37.61

岡山・津山東高

入江　花和    (3)  5:43.39

岡山・津山中

林　　愛心    (2)  5:43.67

岡山・落合中

３０００ｍ 8/7 前田　久瑠実  (4) 10:09.09

兵庫・兵庫大

南條　愛歩    (2) 10:46.69

岡山・奈義中

佐藤　千夏    (4) 10:56.74

兵庫・兵庫大

宮本　和葉    (4) 11:05.55

兵庫・兵庫大

林　　史江 11:24.59

岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

４×１００ｍＲ 8/7 美作高  50.93

岡田　琴音    (1) 岡　山

小椋　初夏    (2) 岡　山

森岡　　心    (2) 岡　山

井上　晃実    (2) 岡　山

津山高  51.88

寄本　詩織    (1) 岡　山

高橋　和加乃  (2) 岡　山

加治　歩乃佳  (2) 岡　山

秋山　真杜果  (2) 岡　山

ＮＤ清心女子大  52.22

西山　知里    (3) 岡　山

石川　千晴    (2) 香　川

守安　美咲    (3) 岡　山

藤原　華乃    (2) 岡　山

津山東中  55.95

柿内　詩実    (2) 岡　山

菅野　うた    (2) 岡　山

中村　にこ    (2) 岡　山

藤原　凛音    (1) 岡　山

津山高専  56.65

岡田　七海    (2) 岡　山

宗元　早矢    (3) 岡　山

江見　　心    (1) 岡　山

赤木　りこ    (3) 岡　山

津山中Ｂ  58.46

岸本　光優    (1) 岡　山

井上　優衣    (1) 岡　山

厨子　知咲    (1) 岡　山

福田　莉子    (2) 岡　山

  

女子

１００ｍ 8/7 田中　琉斗    (6) 13.60/-0.3

岡山・さくら走練

福本　俊輔    (6) 13.89/-0.3

岡山・津山ｼﾞｭﾆｱ

江口　暖人    (6) 14.05/-0.3

岡山・和気クラブ

津田　幸汰    (5) 14.50/-0.3

岡山・Ｇｌｏｂｅ

日下　颯太    (6) 14.63/-0.3

岡山・津山ｼﾞｭﾆｱ

池上　悠太    (6) 14.66/-0.3

岡山・津山ｼﾞｭﾆｱ

下山　瑛大    (6) 14.84/-0.3

岡山・Ｇｌｏｂｅ

小山　秀太    (6) 15.03/-0.3

岡山・津山ｼﾞｭﾆｱ

４×１００ｍＲ 8/7 津山ジュニア  55.95

池上　悠太    (6)

福本　俊輔    (6)

日下　颯太    (6)

下山　蒼介    (5)

和気クラブ  57.76

福原　琉仁    (5)

藤原　彰也    (6)

吉原　慧人    (6)

江口　暖人    (6)

Ｇｌｏｂｅ  58.73

橋本　旺典    (6)

西本　瑛翔    (6)

下山　瑛大    (6)

津田　幸汰    (5)

津山ジュニアＢ  59.44

家元　昭典    (6)

小山　秀太    (6)

井上　燿成    (5)

石田　祐太    (5)

久世クラブ   1:02.57

二宗　冬磨    (6)

牧　　志陽    (6)

三村　日向大  (6)

国本　秀彦    (6)

津山ジュニアＤ   1:05.18

片山　颯大    (5)

久本　晟太    (5)

樋口　丈尊    (5)

髙山　蒼太    (5)

津山ジュニアＣ   1:05.20

加藤　　蓮    (6)

井上　煌介    (5)

中島　咲太朗  (5)

光岡　航琉    (4)

久世クラブＢ   1:05.53

朝崎　玄祥    (3)

船崎　陸豊    (4)

神尾　隼助    (3)

但馬　琉斗    (5)

男子
小学生

１００ｍ 8/7 桑村　海帆    (6) 14.47/-2.5

岡山・さくら走練

中村　夏音    (6) 14.56/-2.5

岡山・さくら走練

延原　日葵    (6) 15.00/-2.5

岡山・さくら走練

在本　理倖    (6) 15.08/-2.5

岡山・さくら走練

河盛　姫愛    (5) 15.35/-0.9

岡山・津山ｼﾞｭﾆｱ

下山　まなみ  (6) 15.42/-2.5

岡山・津山ｼﾞｭﾆｱ

原　あおい    (5) 15.59/-0.9

岡山・Ｇｌｏｂｅ

小﨑　華奈    (6) 15.61/-2.5

岡山・Ｇｌｏｂｅ

４×１００ｍＲ 8/7 さくら走練  55.43

延原　日葵    (6)

中村　夏音    (6)

在本　理倖    (6)

桑村　海帆    (6)

Ｇｌｏｂｅ  59.18

松本　琉花    (5)

原　あおい    (5)

小﨑　華奈    (6)

江見　祈咲    (6)

津山ジュニア   1:00.65

河盛　姫愛    (5)

下山　まなみ  (6)

斉木　愛心    (6)

門長　見美    (6)

津山ジュニアＢ   1:03.81

小林　眞子    (6)

光岡　優亜    (6)

池上　陽菜    (6)

渡邊　亜実    (5)

久世クラブ   1:04.80

福井　優織    (5)

平澤　果音    (5)

半田　姫愛    (5)

杉山　桜都    (5)

Ｇｌｏｂｅ－Ｂ   1:05.16

神尾　明南    (5)

岸川　心和    (4)

川端　結奈    (5)

二浦　桜子    (4)

津山ジュニアＣ   1:09.34

香山　彩春    (5)

加藤　　凛    (5)

池田　彩花    (5)

濱野　恵里    (4)

 女子
小学生

■グランドコンディション

 15:30 晴れ  33.0℃   68％ 北東 0.4m/s

 16:00 晴れ  33.0℃   65％ 南東 0.5m/s

 17:00 晴れ  32.0℃   68％ 南西 1.2m/s

　

 18:00 曇り  30.0℃   70％ 北西 2.9m/s

 19:00 晴れ  29.5℃   72％ 北北東 2.6m/s

 20:00 晴れ  28.0℃   72％ 北 0.7m/s

総　　　　　務：清水　公康

審　　判　　長：清水　浩之

記　録　主　任：小賀　和幸

凡例（*TA:登録外競技者出場）


