
第３１回岡山学生陸上競技選手権大会第３１回岡山学生陸上競技選手権大会第３１回岡山学生陸上競技選手権大会第３１回岡山学生陸上競技選手権大会 21671501 2021年11月6日(土)      決勝一覧表　　　
倉敷運動公園陸上競技場 332010

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 11/6 六郎面　有佑  (4) 10.65/+0.9

愛媛・環太平洋大
池下　航和    (1) 10.72/+0.9
宮崎・環太平洋大

谷口　綾一    (2) 10.83/+2.0
鳥取・環太平洋大

内海　燎介    (3) 10.89/-0.1
岡山・環太平洋大

白川　　辰    (4) 10.99/+2.0
岡山・岡山大

中井　啓貴    (3) 11.00/+0.9
徳島・環太平洋大

加門　昂大    (1) 11.04/+1.7
岡山・川崎医療福祉大

屋敷　洋輔    (4) 11.07/+1.2
兵庫・環太平洋大

２００ｍ 11/6 池下　航和    (1) 21.69/+0.0
宮崎・環太平洋大

日置　文哉    (1) 22.18/+0.1
岐阜・環太平洋大

福田　亮太    (2) 22.21/+0.0
島根・岡山商科大

遠山　弘貴    (4) 22.55/+0.1
兵庫・岡山大

石丸　竣也    (3) 22.60/-0.6
山口・環太平洋大

白川　　辰    (4) 22.70/+0.1
岡山・岡山大

吉村　航人    (3) 22.83/+1.0
岡山・岡山大

赤繁　奏多    (2) 22.92/+1.0
広島・岡山大

４００ｍ 11/6 寺島　壽樹    (2) 50.25
兵庫・環太平洋大

久代　逸心    (1) 51.58
島根・岡山商科大

初田　晃勢    (1) 51.92
岡山・川崎医療福祉大

白井　悠真    (4) 52.06
広島・環太平洋大

瀬尾　瑞規    (3) 52.25
岡山・岡山理科大

藤澤　晟真    (4) 53.14
岡山・川崎医療福祉大

野村　　錬    (3) 53.43
岡山・川崎医科大

井上　虎太朗  (2) 53.56
岡山・環太平洋大

８００ｍ 11/6 田中　幹也    (1)  1:58.62
岡山・岡山大

原田　雄真    (2)  2:00.03
岡山・岡山大

奥田　真也    (3)  2:02.54
岡山・岡山県立大

宮川　流之介  (4)  2:02.98
大阪・美作大

片岡　優斗    (2)  2:06.00
岡山・岡山理科大

柏木　尚貴    (4)  2:06.39
兵庫・岡山大

宇都宮　達基  (4)  2:07.04
岡山・岡山大

田原　佳樹    (3)  2:07.30
岡山・岡山大

５０００ｍ 11/6 岩﨑　亮太    (2) 15:11.48
岡山・岡山大

小川　皓大   (M1) 15:13.86
岡山・岡山大

平尾　　元    (1) 15:18.57
滋賀・岡山大

岡田　慧悟    (2) 15:45.02
岡山・岡山大

南方　昭寛    (3) 16:56.23
岡山・岡山大

１１０ｍＨ
(1.067/9.14m)

11/6 小谷　光平    (1) 15.58/+0.4
鳥取・岡山商科大

山形　翔希    (4) 15.86/+0.9
兵庫・環太平洋大

山﨑　琢心    (3) 15.93/+0.4
岡山・岡山商科大

中田　有哉    (1) 17.24/+0.4
岡山・川崎医療福祉大

吉岡　誠弥    (1) 17.68/+0.9
岡山・川崎医療福祉大

木村　航大    (3) 18.37/+0.4
岡山・環太平洋大

４００ｍＨ
(0.914/35m)

11/6 小松　拓矢    (4) 54.87
岡山・川崎医療福祉大

谷村　洸紀    (2) 56.02
愛媛・岡山大

後藤　啓太    (3) 57.87
岐阜・環太平洋大

中田　有哉    (1) 59.59
岡山・川崎医療福祉大

吉岡　誠弥    (1) 59.64
岡山・川崎医療福祉大

原山　瑛地   (M2)  1:03.34
岡山・岡山大

松本　　晋    (3)  1:09.01
岡山・川崎医療福祉大

５０００ｍＷ 11/6 山下　尚真    (3) 22:10.26
NGR京都・岡山県立大

４×１００ｍＲ 11/6 環太平洋大Ｄ  41.88
田村　嘉啓    (2) 山　口
谷口　綾一    (2) 鳥　取
川越　晴空人  (2) 鹿児島
笹井　優人    (2) 広　島

環太平洋大Ｂ  42.32
磯部　優斗    (2) 熊　本
寺島　壽樹    (2) 兵　庫
下村　翔太    (2) 鳥　取
山中　太智    (2) 広　島

環太平洋大Ｌ  42.63
中根　流人    (4) 広　島
石田　怜太    (4) 愛　媛
甲斐　大雅    (4) 宮　崎
山形　翔希    (4) 兵　庫

環太平洋大Ｉ  42.74
川島　俊平    (4) 福　岡
小泉　　健    (4) 鳥　取
藤原　大輝    (4) 鳥　取
瀬脇　　叶    (4) 鹿児島

環太平洋大Ｃ  42.84
下村　聖也    (1) 鳥　取
上野　純輝    (1) 熊　本
橋本　凌一    (2) 兵　庫
竹内　充吾    (1) 北海道

環太平洋大Ｋ  43.04
橋本　泰知    (3) 滋　賀
石丸　竣也    (3) 山　口
中本　匡俊    (3) 山　口
中井　啓貴    (3) 徳　島

岡山理科大  43.63
小川　向陽    (2) 岡　山
瀬尾　瑞規    (3) 岡　山
仲里　克樹    (3) 岡　山
廣瀬　正弥    (4) 岡　山

環太平洋大Ｅ  44.23
吉田　涼太郎  (2) 愛　媛
川崎　新太    (2) 宮　崎
橘髙　貴大    (4) 広　島
松田　壮汰    (2) 宮　崎

４×４００ｍＲ 11/6 環太平洋大Ｂ   3:18.88
佐藤　恵斗    (2) 鹿児島
寺島　壽樹    (2) 兵　庫
福庭　陽成    (2) 鳥　取
山中　太智    (2) 広　島

岡山商科大   3:24.08
久代　逸心    (1) 島　根
齋藤　城納    (2) 島　根
小谷　光平    (1) 鳥　取
福田　亮太    (2) 島　根

川崎医療福祉大Ｄ   3:26.21
初田　晃勢    (1) 岡　山
中田　有哉    (1) 岡　山
那須　大悟    (1) 岡　山
林　　蒼葉    (1) 岡　山

環太平洋大Ｉ   3:27.72
小泉　　健    (4) 鳥　取
瀬脇　　叶    (4) 鹿児島
川島　俊平    (4) 福　岡
藤原　大輝    (4) 鳥　取

環太平洋大Ｈ   3:28.19
石丸　竣也    (3) 山　口
橋本　泰知    (3) 滋　賀
中井　啓貴    (3) 徳　島
中本　匡俊    (3) 山　口

環太平洋大Ｇ   3:29.21
川越　晴空人  (2) 鹿児島
屋敷　洋輔    (4) 兵　庫
高久　諄哉    (3) 鹿児島
山川　和希    (3) 徳　島

環太平洋大Ｊ   3:31.36
山形　翔希    (4) 兵　庫
石田　怜太    (4) 愛　媛
甲斐　大雅    (4) 宮　崎
中根　流人    (4) 広　島

岡山大Ｃ   3:31.55
谷村　洸紀    (2) 愛　媛
岩﨑　亮太    (2) 岡　山
岡田　慧悟    (2) 岡　山
赤繁　奏多    (2) 広　島

走高跳 11/6 藤本　朋希    (4) 2m03
岡山・環太平洋大

山﨑　琢心    (3) 2m00
岡山・岡山商科大

犬飼　海斗    (4) 1m95
岡山・川崎医療福祉大

天田　侑輝    (1) 1m80
兵庫・岡山大

山本　悠介    (3) 1m75
兵庫・岡山大

古賀　翔也    (3) 1m70
岡山・岡山大

棒高跳 11/6 森　隆一郎    (4) 4m60
香川・環太平洋大

竹川　真志    (3) 広島・環太平洋大 4m20
所司　康雅    (2) 岡山・岡山大

松田　壮汰    (2) 4m00
宮崎・環太平洋大

走幅跳 11/6 阿曽　真登    (2)   6m90/-0.1
岡山・山陽学園大

甲斐　大雅    (4)   6m72/-1.2
宮崎・環太平洋大

川原　文太    (4)   6m61/+0.7
愛媛・岡山商科大

花咲　衆士    (4)   6m56/+0.5
広島・環太平洋大

内山　拓郎    (3)   6m43/+0.7
愛媛・環太平洋大

駒田　　奏    (4)   6m28/+0.1
岡山・岡山大

齋藤　城納    (2)   6m24/+0.2
島根・岡山商科大

金見　駿汰    (2)   6m09/+0.7
岡山・岡山大

三段跳 11/6 香嶋　隼哉    (3)  13m79/+0.7
兵庫・環太平洋大

黒田　絃友    (3)  13m62/+0.5
愛媛・環太平洋大

花咲　衆士    (4)  13m46/+0.6
広島・環太平洋大

川端　慶洋    (4)  13m04/+2.1
愛媛・環太平洋大

中塚　雄哉    (3)  12m96/+0.3
山口・環太平洋大

金見　駿汰    (2)  12m60/+1.2
岡山・岡山大

森　隆一郎    (4)  12m52/-0.1
香川・環太平洋大

広野　　健    (4)  12m35/+0.3
島根・岡山大

砲丸投
(7.260kg)

11/6 芟藪　広基    (2)  12m21
岡山・岡山理科大

佐々木　一樹  (4)  10m89
岡山・岡山大

山根　伶仁    (3)  10m84
鳥取・岡山大

田中　僚一    (3)  10m18
岡山・岡山商科大

藤原　佑斗    (4)  10m14
岡山・岡山大

広野　　健    (4)   7m93
島根・岡山大

円盤投
(2.000kg)

11/6 芟藪　広基    (2)  42m04
岡山・岡山理科大

本田　健太郎  (2)  39m84
兵庫・環太平洋大

池上　鈴昇    (1)  32m38
岡山・岡山大

山根　伶仁    (3)  31m38
鳥取・岡山大

髙辻　拳士郎  (3)  30m72
岡山・岡山商科大

岡田　和大    (4)  21m84
岡山・岡山商科大

やり投
(0.800kg)

11/6 山本　湧良    (3)  50m18
岡山・岡山商科大

立原　克樹    (1)  49m06
島根・岡山大

石川　晴基    (1)  41m56
岡山・美作大

松岡　航暉    (2)  40m84
岡山・川崎医療福祉大

杉野　太軌    (4)  29m48
岡山・川崎医療福祉大

男子

１００ｍ 11/6 中山　璃子    (1) 13.02/+0.3
北海道・環太平洋大

武知　優里    (2) 13.08/+0.3
徳島・岡山大

吉澤　菜海    (3) 13.12/+0.3
岡山・美作大

楢崎　理海    (2) 13.31/+0.3
岡山・岡山大

大山　睦子    (3) 13.49/-0.2
岡山・川崎医療福祉大

東脇　あんの  (1) 13.54/+0.3
岡山・美作大

石川　千晴    (2) 13.61/+0.3
香川・ＮＤ清心女子大

西山　知里    (3) 13.78/-0.2
岡山・ＮＤ清心女子大

２００ｍ 11/6 武知　優里    (2) 26.56/-0.2
徳島・岡山大

橋本　彩那    (2) 27.44/-0.2
岡山・川崎医療福祉大

横山　千尋    (2) 27.82/-0.2
岡山・岡山県立大

宮内　梨帆    (4) 29.20/-0.2
岡山・岡山大

１５００ｍ 11/6 尾関　夏希    (1)  5:00.48
岡山・川崎医療福祉大

黒田　悠李    (2)  5:22.09
岡山・岡山理科大

勝見　奏由香  (1)  5:22.79
岡山・岡山理科大

石橋　美南子  (3)  5:26.20
岡山・川崎医科大

内海　早稀    (4)  5:34.42
岡山・岡山大

竹中　真美香  (1)  5:40.62
岡山・岡山理科大

５０００ｍ 11/6 内海　早稀    (4) 20:02.02
岡山・岡山大

高本　　南    (4) 20:02.65
岡山・岡山大

１００ｍＨ
(0.838/8.5m)

11/6 ※出場者なし

４００ｍＨ
(0.762/35m)

11/6 大山　睦子    (3)  1:06.56
岡山・川崎医療福祉大

５０００ｍＷ 11/6 有坂　季恵    (3) 27:35.59
NGR岡山・岡山理科大

４×１００ｍＲ 11/6 川崎医療福祉大  51.18
糸谷　優希    (4) 岡　山
渡邉　日奈    (1) 岡　山
高木　里奈    (4) 岡　山
橋本　彩那    (2) 岡　山

岡山大  51.90
畠山　遥凪    (1) 香　川
武知　優里    (2) 徳　島
楢崎　理海    (2) 岡　山
宮内　梨帆    (4) 岡　山

ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大  52.65
西山　知里    (3) 岡　山
石川　千晴    (2) 香　川
三谷　百衣子  (2) 香　川
守安　美咲    (3) 岡　山

     

４×４００ｍＲ 11/6 川崎医療福祉大   4:14.53
大山　睦子    (3) 岡　山
澤田　美奈    (4) 岡　山
高木　里奈    (4) 岡　山
糸谷　優希    (4) 岡　山

ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大   4:25.09
西山　知里    (3) 岡　山
石川　千晴    (2) 香　川
三谷　百衣子  (2) 香　川
守安　美咲    (3) 岡　山

環太平洋大Ｂ   4:27.64
片山　　歩    (3) 岡　山
木村　美海    (4) 岡　山
武山　玲奈    (4) 高　知
小池　結子    (4) 岡　山

岡山理科大   4:52.09
勝見　奏由香  (1) 岡　山
竹中　真美香  (1) 岡　山
黒田　悠李    (2) 岡　山
有坂　季恵    (3) 岡　山

    

走高跳 11/6 守安　美咲    (3) 1m45
岡山・ＮＤ清心女子大

満石　万葉    (1) 1m40
岡山・岡山大

棒高跳 11/6 小池　結子    (4) 3m40
岡山・環太平洋大

走幅跳 11/6 高木　里奈    (4)   5m11/+1.1
岡山・川崎医療福祉大

渡邉　日奈    (1)   4m80/-0.8
岡山・川崎医療福祉大

佐藤　晴香    (1)   4m67/+1.0
兵庫・岡山大

三段跳 11/6 高木　里奈    (4)  10m74/+0.6
岡山・川崎医療福祉大

佐藤　晴香    (1)  10m10/+1.8
兵庫・岡山大

小池　結子    (4)  10m07/+0.9
岡山・環太平洋大

糸谷　優希    (4)   9m53/+1.0
岡山・川崎医療福祉大

やり投
(0.600kg)

11/6 市原　愛美    (3)  33m04
岡山・美作大

糸谷　優希    (4)  32m84
岡山・川崎医療福祉大

下山　碧音子  (1)  15m24
岡山・ＮＤ清心女子大

女子

■グランドコンディション
　10:00 晴れ  16.0℃   55％ 東南東 0.8m/s
　11:00 晴れ  16.5℃   55％ 北北西 1.4m/s
　12:00 晴れ  18.0℃   49％ 北北西 1.6m/s
　13:00 曇り  18.0℃   46％ 北 0.1m/s

　
　14:00 曇り  18.0℃   47％ 北北西 0.3m/s
　15:00 曇り  18.0℃   49％ 北西 0.2m/s
　16:00 曇り  17.5℃   49％ 北西 0.8m/s

■主催／岡山大学
■主管／岡山学生陸上競技連盟
■運営協力／一般財団法人岡山陸上競技協会

総　　　　　務：西村　次郎
審　　判　　長：佐藤　順一
記　録　主　任：大森　久司

凡例（NGR:大会新記録）


