
令和３年度　備前東地区中学校秋季総合体育大会陸上競技の部令和３年度　備前東地区中学校秋季総合体育大会陸上競技の部令和３年度　備前東地区中学校秋季総合体育大会陸上競技の部令和３年度　備前東地区中学校秋季総合体育大会陸上競技の部 21333708 2021年9月25日(土)      決勝一覧表　　　
備前市総合運動公園陸上競技場 333050

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ

《１年》

9/25 古野　智也  (1) 12.80/-1.0

和気中

友安　粋吹  (1) 13.25/+0.0

和気中

久本　一翔  (1) 13.39/-1.0

備前中

森國　　昊  (1) 13.43/+0.0

邑久中

神原　宏来  (1) 13.86/+0.0

白陵中

藤野　望太  (1) 桜が丘中 13.87/+0.0

岡　龍之輔  (1) 高陽中 13.87/-1.0

大島　虎太郎(1) 14.09/+0.0

邑久中

１００ｍ

《２年》

9/25 藤谷　　涼  (2) 12.08/+0.1

和気中

杉本　　陽  (2) 12.83/+0.1

備前中

谷田　裕太  (2) 12.97/-0.4

邑久中

石原　快地  (2) 13.45/+0.1

備前中

小山　凌駕  (2) 13.47/+0.1

邑久中

須山　晟多  (2) 13.96/+0.1

高陽中

則武　尋紀  (2) 14.54/-0.4

高陽中

２００ｍ 9/25 藤谷　　涼  (2) 25.35/-1.2

和気中

古野　智也  (1) 26.15/-1.2

和気中

杉本　　陽  (2) 26.64/-1.2

備前中

友安　粋吹  (1) 27.51/-1.0

和気中

石原　快地  (2) 27.80/-1.0

備前中

藤野　望太  (1) 29.23/-1.0

桜が丘中

神原　宏来  (1) 29.29/-1.2

白陵中

大島　虎太郎(1) 29.42/-1.2

邑久中

４００ｍ 9/25 谷田　裕太  (2) 59.06

邑久中

古庄　莉久  (1)  1:23.85

備前中

江見　珀郁  (1)  1:37.35

備前中

１５００ｍ

《１年》

9/25 金谷　康平  (1)  4:52.32

和気中

田中　汰河  (1)  4:59.46

和気中

内田　圭祐  (1)  5:01.96

加賀中

中西　蒼良  (1)  5:04.55

邑久中

元吉　庸介  (1)  5:10.38

備前中

久野村　悠希(1)  5:15.51

加賀中

小林　康介  (1)  5:32.27

和気中

渡邊　隼一朗(1)  5:50.02

白陵中

１５００ｍ

《２年》

9/25 右遠　大翔  (2)  4:50.61

高陽中

山崎　晴琉  (2)  4:56.93

備前中

川本　朔弥  (2)  5:00.54

備前中

花田　寛人  (2)  5:01.64

和気中

八木　陽向汰(2)  5:05.73

白陵中

内藤　拓海  (2)  5:33.36

白陵中

８００ｍ 9/25 金谷　康平  (1)  2:20.56

和気中

山崎　晴琉  (2)  2:22.84

備前中

川本　朔弥  (2)  2:25.34

備前中

中西　蒼良  (1)  2:30.04

邑久中

内藤　拓海  (2)  2:33.32

白陵中

八幡　佳祐  (1)  2:36.19

和気中

末石　恵大  (1)  2:38.49

備前中

渡邊　隼一朗(1)  2:38.62

白陵中

３０００ｍ 9/25 右遠　大翔  (2) 10:12.39

高陽中

田中　汰河  (1) 10:30.57

和気中

内田　圭祐  (1) 10:34.36

加賀中

元吉　庸介  (1) 10:36.59

備前中

花田　寛人  (2) 10:39.45

和気中

元吉　泰大  (2) 12:14.41

備前中

１１０ｍＨ

(0.914/9.14m)

9/25 尾堂　　旬  (1) 21.31/-0.7

邑久中

小山　凌駕  (2) 22.06/-0.7

邑久中

４×１００ｍＲ 9/25 和気中 49.93

金谷　康平  (1)

古野　智也  (1)

友安　粋吹  (1)

藤谷　　涼  (2)

備前中 51.27

久本　一翔  (1)

石原　快地  (2)

延本　翔悟  (1)

杉本　　陽  (2)

邑久中 51.63

森國　　昊  (1)

小山　凌駕  (2)

尾堂　　旬  (1)

谷田　裕太  (2)

走高跳 9/25 森國　　昊  (1) 1m30

邑久中

走幅跳 9/25 小谷　隼人  (1)   4m21/+1.2

邑久中

西山　慶信  (2)   4m05/+1.3

高陽中

砲丸投

(5.000kg)

9/25 柏木　拓美  (1)   7m08

高陽中

男子

１００ｍ

《１年》

9/25 竹内　　梓  (1) 14.08/+0.0

和気中

平岩　愛夏  (1) 14.53/+0.0

和気中

守時　桃加  (1) 14.60/+0.0

備前中

田中　くるみ(1) 14.64/+0.0

和気中

宮澤　　凜  (1) 15.17/+0.0

白陵中

佐野　綾芽  (1) 15.40/+0.0

備前中

吉原　　和  (1) 15.46/+0.0

白陵中

吉岡　美波  (1) 16.26/+0.0

備前中

１００ｍ

《２年》

9/25 沼本　彩花  (2) 14.10/+0.9

桜が丘中

孝本　桃香  (2) 14.36/-0.8

加賀中

小坂　美輝  (2) 14.49/-0.8

高陽中

伊藤　かんな(2) 14.66/+0.9

白陵中

楠田　典可  (2) 14.73/+0.9

白陵中

山内　悠夏  (2) 14.83/-0.8

和気中

坪井　杏樹  (2) 15.32/-0.8

高陽中

野本　莉加  (2) 15.32/-0.8

白陵中

２００ｍ 9/25 孝本　桃香  (2) 29.54/-0.2

加賀中

楠田　典可  (2) 30.71/-0.2

白陵中

守時　桃加  (1) 30.83/-0.2

備前中

伊藤　かんな(2) 30.94/-0.2

白陵中

吉岡　美波  (1) 33.69/-0.2

備前中

網　　夏希  (2) 33.79/-0.2

備前中

８００ｍ 9/25 井上　華奈  (1)  2:25.89

邑久中

佐藤　凜音奈(2)  2:26.55

和気中

庄治　咲來  (1)  2:35.19

邑久中

岡本　　恋  (2)  2:36.82

邑久中

松原　未来  (2)  2:43.14

備前中

井筒　亜咲  (2)  3:02.68

白陵中

平野　幸々  (1)  3:08.69

高陽中

満足　瑞穂  (1)  3:10.54

白陵中

１５００ｍ

《１年》

9/25 井上　華奈  (1)  5:06.36

邑久中

庄治　咲來  (1)  5:16.09

邑久中

永井　結愛  (1)  5:35.65

備前中

石津　和佳  (1)  6:02.14

白陵中

德安　結子  (1)  6:36.09

白陵中

谷　　雪羽  (1)  7:08.51

和気中

１５００ｍ

《１年》

9/25 佐藤　凜音奈(2)  5:19.82

和気中

京江　玲奈  (2)  5:24.61

備前中

三浦　春子  (2)  5:27.00

邑久中

内田　　響  (2)  5:36.15

邑久中

吉田　奈羅  (2)  5:40.96

白陵中

松原　未来  (2)  5:48.08

備前中

安達　瑞生  (2)  5:48.98

白陵中

岩村　蒼彩  (2)  6:03.73

白陵中

３０００ｍ 9/25 京江　玲奈  (2) 11:34.77

備前中

三浦　春子  (2) 11:37.56

邑久中

永井　結愛  (1) 11:39.40

備前中

岡田　　花  (2) 11:59.58

邑久中

前田　和瑚  (2) 13:17.79

邑久中

１００ｍＨ

(0.762/8m)

9/25 石黒　初華  (2) 18.98/-0.6

邑久中

４×１００ｍＲ 9/25 和気中 58.20

國近　梨心  (1)

新田　彩乃  (1)

平岩　愛夏  (1)

竹内　　梓  (1)

邑久中 59.21

内田　　響  (2)

岡本　　恋  (2)

前田　和瑚  (2)

石黒　初華  (2)

白陵中 59.65

佐伯　美月  (2)

伊藤　かんな(2)

楠田　典可  (2)

野本　莉加  (2)

備前中 59.68

佐野　綾芽  (1)

網　　夏希  (2)

吉岡　美波  (1)

守時　桃加  (1)

走高跳 9/25 中西　美羽  (2) 1m30

邑久中

石黒　初華  (2) 1m20

邑久中

走幅跳 9/25 野本　莉加  (2)   3m59/+1.6

白陵中

佐伯　美月  (2)   3m55/+0.3

白陵中

砲丸投

(2.721kg)

9/25 今脇　そら  (2)  11m04

邑久中

沼本　彩花  (2)   9m36

桜が丘中

山内　悠夏  (2)   8m49

和気中

女子

■グランドコンディション

  9:40 晴れ  26.0℃   62％ 南南西 0.7m/s

 10:00 晴れ  26.5℃   62％ 南 0.8m/s

 11:00 晴れ  27.0℃   59％ 南西 0.4m/s

　

 12:00 晴れ  27.3℃   56％ 南南東 1.5m/s

 13:00 晴れ  27.8℃   57％ 南南東 1.9m/s

■主催／備前東地区中学校体育連盟

　　　　備前市陸上競技協会

審　　判　　長：笠岡　甲一

記　録　主　任：向井　宏幸


