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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 5/8 諏訪　裕祐 11.39/-0.7

岡山・岡山ＡＣ

岡村　涼佑    (3) 11.58/-0.7

岡山・福浜中

橋本　成樹    (3) 11.69/-0.7

岡山・ＴＹＴＡＣ

太田　奈伊樹 11.70/-0.2

岡山・岡山ＡＣ

徳永　龍一    (3) 11.73/-1.9

岡山・県操山中

中川　翔雅    (2) 11.75/-0.7

岡山・倉敷ＴＦＣ

難波　卓也 11.81/-0.2

岡山・クラコウＴＦＣ

藤谷　　涼    (3) 11.94/-0.2

岡山・和気中

２００ｍ 5/8 諏訪　裕祐 23.18/+0.4

岡山・岡山ＡＣ

太田　奈伊樹 23.70/+0.4

岡山・岡山ＡＣ

橋本　成樹    (3) 岡山・ＴＹＴＡＣ 24.12/+0.4

藤谷　　涼    (3) 岡山・和気中 24.12/+0.0

小原　隆翔    (3) 24.35/+0.0

岡山・ＴＹＴＡＣ

福田　明人    (2) 24.42/+0.0

岡山・京山中

川本　航太    (2) 24.70/-0.3

岡山・さくら走練

中村　弘志郎  (3) 25.17/+0.0

岡山・宇野中

８００ｍ 5/8 久保　拓未  1:57.93

岡山・操南中

津川　賢史    (3)  2:07.47

岡山・京山中

難波　蒼大    (2)  2:13.41

岡山・芳泉中

金谷　康平    (2)  2:15.74

岡山・和気中

角南　采明    (3)  2:16.29

岡山・福浜中

正富　頼久    (1)  2:16.77

岡山・上南ＡＣ

上村　彩門  2:17.36

岡山・上南ＡＣ

依田　創太    (3)  2:22.04

岡山・ＴＹＴＡＣ

１５００ｍ 5/8 山本　優太    (3)  4:19.98

岡山・京山中

金森　経晃    (3)  4:20.11

岡山・芳泉中

千田　　樹    (3)  4:27.65

岡山・芳泉中

新田　大輔  4:27.94

岡山・ＵＤＣ

金谷　康平    (2)  4:33.43

岡山・和気中

来見　旺汰    (2)  4:33.72

岡山・上南ＡＣ

篠山　勇希    (3)  4:33.76

岡山・芳泉中

多田　陽祐  4:34.49

岡山・岡山県庁

３０００ｍ

《中学生》

5/8 亀川　大喜    (3)  9:49.07

岡山・芳泉中

福原　圭人    (3) 10:05.22

岡山・京山中

田中　汰河    (2) 10:31.94

岡山・和気中

花田　寛人    (3) 10:58.70

岡山・和気中

片岡　頼馳    (3) 11:35.28

岡山・ＴＹＴＡＣ

４×１００ｍＲ 5/8 福浜中 47.96

木岐　琉星    (3)

名座　秀勝    (2)

田中　　樹    (2)

岡村　涼佑    (3)

京山中 48.75

井手元　仁    (3)

福田　明人    (2)

宮地　佑一    (2)

三浦　朔太郎  (2)

さくら走練 49.14

藤野　望太    (2)

田中　琉斗    (1)

清水　夢生    (1)

川本　航太    (2)

備前中 49.42

石原　快地    (3)

杉本　　陽    (3)

延本　翔悟    (2)

川本　朔弥    (3)

和気中 49.53

髙田　真土    (3)

江口　暖人    (1)

友安　粋吹    (2)

藤谷　　涼    (3)

邑久中 50.41

森國　　昊    (2)

小山　凌駕    (3)

尾堂　　旬    (2)

谷田　裕太    (3)

宇野中 50.90

片山　朋哉    (2)

安達　稜真    (2)

谷井　優太    (2)

中村　弘志郎  (3)

福浜中Ｂ 53.04

宮本　虎泰瀧  (2)

大西　シェリン(2)

細川　たくみ  (2)

東　蓮之助    (2)

走高跳 5/8 森松　　砦    (2) 1m70

岡山・京山中

谷井　優太    (2) 1m35

岡山・宇野中

森國　　昊    (2) 1m30

岡山・邑久中

走幅跳 5/8 伊藤　颯真    (3)   6m01/+2.1

岡山・倉敷ＴＦＣ

小林　　伯    (2)   5m40/+0.1

岡山・倉敷ＴＦＣ

木岐　琉星    (3)   4m77/+0.6

岡山・福浜中

先本　惟生    (2)   3m83/+1.8

岡山・福浜中

砲丸投(5.000kg)

《中学生》

5/8 赤澤　瑠依    (3)  10m13

岡山・ＴＹＴＡＣ

西宇　翔太    (3)   9m03

岡山・ＴＹＴＡＣ

大西　シェリン(2)   7m41

岡山・福浜中

砲丸投《ﾏｽﾀｰｽﾞM55》

(6.000kg)

5/8 仲村　　直   7m53

岡山・肩脊楽走会

男子

１００ｍ 5/8 高橋　佑奈    (3) 12.90/-1.9

岡山・瀬戸ＳＣ

安藤　玲奈    (3) 13.20/-1.9

岡山・清心中

源本　理彩    (3) 13.50/-1.9

岡山・京山中

石川　万緒    (3) 13.67/-0.8

岡山・瀬戸ＳＣ

中村　夏音    (1) 13.76/-0.8

岡山・さくら走練

永瀬　友棉    (2) 13.79/+0.1

岡山・京山中

沼本　彩花    (3) 13.82/-1.9

岡山・さくら走練

鳥津　　夏    (3) 13.86/-1.9

岡山・福浜中

２００ｍ 5/8 柴田　亜美    (3) 27.51/-1.6

岡山・岡山城東高

安藤　玲奈    (3) 28.06/-1.6

岡山・清心中

加藤　千織    (2) 28.08/-1.6

岡山・京山中

中嶋　莉那    (3) 28.37/-1.6

岡山・京山中

黒田　六花    (2) 28.52/-1.6

岡山・京山中

山本　衣吹    (3) 28.85/-1.6

岡山・宇野中

守時　桃加    (2) 30.10/-1.6

岡山・備前中

平岩　愛夏    (2) 30.10/-1.6

岡山・和気中

８００ｍ 5/8 黒田　六花    (2)  2:23.18

岡山・京山中

佐藤　凜音奈  (3)  2:24.55

岡山・和気中

井上　華奈    (2)  2:25.13

岡山・邑久中

中嶋　莉那    (3)  2:25.92

岡山・京山中

金谷　絢子    (1)  2:28.11

岡山・上南ＡＣ

庄治　咲來    (2)  2:29.68

岡山・邑久中

竹林　柚衣    (2)  2:30.15

岡山・宇野中

石田　紗也    (3)  2:31.46

岡山・芳泉中

１５００ｍ 5/8 井上　華奈    (2)  4:51.10

岡山・邑久中

樋口　　遙    (2)  4:52.87

岡山・京山中

庄治　咲來    (2)  5:06.77

岡山・邑久中

京江　玲奈    (3)  5:09.37

岡山・備前中

髙橋　　奏    (3)  5:09.46

岡山・宇野中

佐藤　凜音奈  (3)  5:13.45

岡山・和気中

岡本　　恋    (3)  5:15.10

岡山・邑久中

三浦　春子    (3)  5:18.18

岡山・邑久中

３０００ｍ

《中学生》

5/8 山上　愛莉    (3) 10:46.62

岡山・芳泉中

４×１００ｍＲ 5/8 京山中 51.95

加藤　千織    (2)

西山　結愛    (3)

中嶋　莉那    (3)

源本　理彩    (3)

操南中 53.15

片山　紗夜    (2)

渡邊　彩乃    (3)

小林　詩苑    (3)

森川　心々菜  (3)

福浜中 54.71

矢野　睦実    (3)

木見　鈴菜    (3)

有元　かえで  (3)

鳥津　　夏    (3)

京山中Ｂ 54.91

青艸　菜々子  (3)

黒田　六花    (2)

山本　愛莉    (3)

永瀬　友棉    (2)

芳泉中 55.80

中尾　友香    (2)

石本　彩葉    (3)

山上　愛莉    (3)

石田　紗也    (3)

和気中 56.21

新田　彩乃    (2)

田中　くるみ  (2)

平岩　愛夏    (2)

竹内　　梓    (2)

和気中Ｂ 58.56

山下　蓮音    (2)

谷　　雪羽    (2)

國近　梨心    (2)

佐藤　凜音奈  (3)

備前中 59.53

佐野　綾芽    (2)

守時　桃加    (2)

吉岡　美波    (2)

別府　杏羽    (3)

走高跳 5/8 永瀬　友棉    (2) 1m35

岡山・京山中

西山　結愛    (3) 岡山・京山中 1m30

泉　　咲奈    (3) 岡山・京山中

森川　心々菜  (3) 岡山・操南中

石黒　初華    (3) 1m25

岡山・邑久中

山本　衣吹    (3) 1m25

岡山・宇野中

片山　紗夜    (2) 岡山・操南中 1m20

焔硝岩　千裕  (2) 岡山・瀬戸ＳＣ

中西　美羽    (3) 岡山・邑久中

走幅跳 5/8 瀬畑　千音    (3)   4m80/+2.1

岡山・さくら走練

髙原　　恵    (3)   4m05/-0.1

岡山・操南中

砲丸投(2.721kg)

《中学生》

5/8 今脇　そら    (3)  12m02

岡山・邑久中

山内　悠夏    (3)  11m23

岡山・さくら走練

沼本　彩花    (3)  10m95

岡山・さくら走練

大東　心春    (3)  10m85

岡山・福浜中

石井　優凪    (3)  10m46

岡山・宇野中

青艸　菜々子  (3)  10m30

岡山・京山中

藤原　七星    (2)   8m32

岡山・ＴＹＴＡＣ

石黒　初華    (3)   8m02

岡山・邑久中

女子

１００ｍ 5/8 力石　　章    (3) 16.95/-0.3

岡山・本荘小

三原　京眞    (3) 16.97/-0.1

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

山田　晴仁    (3) 17.13/-0.3

岡山・邑久小

米田　悠真    (3) 17.90/-0.3

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

辻本　　悠    (3) 17.91/-0.1

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

岸本　圭一郎  (2) 18.07/-0.3

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

伊東　飛雄馬  (3) 18.14/-0.1

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

南　　憲伸    (2) 18.65/+0.2

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

１０００ｍ 5/8 力石　　章    (3)  3:51.07

岡山・本荘小

辻本　　悠    (3)  3:51.98

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

三原　京眞    (3)  3:55.59

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

米田　悠真    (3)  4:04.62

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

永井　統陽    (2)  4:08.85

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

逢坂　優輝    (2)  4:11.34

岡山・上南ＡＣ

木村　圭伸    (3)  4:22.57

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

岡本　柊哉    (3)  4:30.19

岡山・上南ＡＣ

男子
小学生
低学年

１００ｍ 5/8 ｺﾝｽﾀﾝﾄ　梁宋  (6) 13.77/-1.1

岡山・さくら走練

岡﨑　想磨    (6) 14.49/-1.1

岡山・上南ＡＣ

出井　逞雅    (6) 14.57/-1.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

小川　蒼大    (6) 14.57/-1.1

岡山・上南ＡＣ

福原　琉仁    (6) 14.66/-1.1

岡山・和気クラブ

竹内　祥悟    (5) 岡山・和気クラブ 14.70/-1.1

竹内　颯亮    (6) 岡山・さくら走練 14.70/-1.4

内田　航太郎  (6) 14.79/-1.4

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

１０００ｍ 5/8 尾日向　禎行  (5)  3:09.66

岡山・梅の木ｸﾗﾌﾞ

谷口　斗真    (6)  3:13.30

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

家嶋　　駿    (6)  3:17.43

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

逢坂　昂輝    (6)  3:23.32

岡山・上南ＡＣ

岡本　莉温    (6)  3:23.74

岡山・上南ＡＣ

水田　叶夢    (6)  3:25.43

岡山・船穂小

小林　　迅    (6)  3:28.35

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

中島　咲太朗  (6)  3:29.08

岡山・林田小

４×１００ｍＲ 5/8 備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競  1:01.83

金重　貫太    (5)

家嶋　　駿    (6)

江木　空斗    (6)

谷口　斗真    (6)

ゆめりくｸﾗﾌﾞ  1:04.44

野田　智史    (4)

太田　和孝    (4)

於東　晃希    (4)

中西　海璃    (5)

和気クラブ  1:07.69

平岩　秀義    (4)

草加　　誠    (4)

片山　徹生    (4)

米田　晃一郎  (4)

男子
小学生
高学年

コンバインドＡ

80mH-走高跳

※出場者なし

コンバインドＢ

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ

5/8 内田　航太郎  (6)  1678

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

3m97/+0.4-36m10

竹内　祥悟    (5)  1628

岡山・和気クラブ

3m95/+0.2-33m93

岡本　莉温    (6)  1364

岡山・上南ＡＣ

3m37/+1.8-28m91

野田　篤史    (6)  1364

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

3m81/-0.7-22m83

福原　琉仁    (6)  1331

岡山・和気クラブ

3m58/+0.7-24m36

石坂　栄樹    (5)  1290

*C1 *C2岡山・上南ＡＣ

3m18/+2.2-27m86

公認最高 1236点 走幅跳 2m99/+0.6(610)

田中　悠智    (6)  1256

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

3m13/+0.1-26m89

逢坂　昂輝    (6)  1191

岡山・上南ＡＣ

3m52/-0.1-18m30

男子
小学生
5･6年

凡例（*C2:走幅跳セカンドで公認最高/ *C1:追風参考(得点参考記録)）



第１７回瀬戸内市陸上競技記録会　17th Setouchi City Athletics Time Trials第１７回瀬戸内市陸上競技記録会　17th Setouchi City Athletics Time Trials第１７回瀬戸内市陸上競技記録会　17th Setouchi City Athletics Time Trials第１７回瀬戸内市陸上競技記録会　17th Setouchi City Athletics Time Trials 22330713 2022年5月8日(日)      決勝一覧表　　　
競技場：備前市総合運動公園陸上競技場 Bizen Municipal Stadium 333050

  Page: 2

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１００ｍ 5/8 上村　　怜    (3) 17.55/+0.1

岡山・上南ＡＣ

鳥家　七海    (3) 18.42/+0.1

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

森本　　幸    (3) 18.61/+0.1

岡山・上南ＡＣ

入江　あさひ  (3) 18.67/+0.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

秋山　晴香    (3) 18.69/+0.1

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

岩﨑　未来    (1) 19.44/+0.1

岡山・上南ＡＣ

今村　佳穂乃  (1) 21.48/+0.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 5/8 高尾　明衣    (3)  2:59.93

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

京江　桃花    (3)  3:05.47

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

上村　　怜    (3)  3:11.66

岡山・上南ＡＣ

女子
小学生
低学年

１００ｍ 5/8 小橋　心海    (6) 14.25/-0.2

岡山・さくら走練

香川　楓花    (5) 14.64/-0.2

岡山・上南ＡＣ

有安　日鞠    (6) 15.18/-0.2

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

佐々井　ひばり(6) 15.24/-0.2

岡山・さくら走練

平田　愛果    (5) 15.25/-0.2

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

田原　叶望    (6) 15.41/-0.5

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

横山　友香    (6) 15.46/-1.3

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

田鍋　妃菜    (6) 15.80/-0.5

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 5/8 岩﨑　芽生    (6)  2:36.51

岡山・上南ＡＣ

永井　瑛茉    (5)  2:42.87

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

元吉　奈月    (4)  2:45.62

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

金谷　紗恵子  (4)  2:46.09

岡山・上南ＡＣ

松井　結音    (4)  2:48.86

岡山・上南ＡＣ

米田　結南    (5)  2:50.99

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

谷口　陽南    (4)  2:51.53

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

別府　草羽    (6)  2:53.31

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

４×１００ｍＲ 5/8 備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競Ｂ  1:05.29

永井　瑛茉    (5)

米田　結南    (5)

原田　美里    (5)

平田　愛果    (5)

備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競Ｃ  1:06.70

谷口　陽南    (4)

柴岡　詩乃    (4)

森　　海香    (4)

元吉　奈月    (4)

ゆめりくｸﾗﾌﾞ  1:08.55

小林　香乃    (4)

藤原　奈々    (4)

田中　愛珠    (4)

渡邉　夏羽    (4)

女子
小学生
高学年

コンバインドＡ

80mH-走高跳

5/8 有安　日鞠    (6)  1455

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

15.74/+0.9-1m10

山中　詩葉    (6)  1319

岡山・上南ＡＣ

16.87/+0.9-1m15

田鍋　妃菜    (6)   949

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

18.70/+0.9-1m10

コンバインドＢ

走幅跳-ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ

5/8 岡本　愛結    (6)   747

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

3m30/-0.8-NM

女子
小学生
5･6年

４×１００ｍＲ 5/8 さくら走練 55.70

竹内　颯亮    (6)

小橋　心海    (6)

佐々井　ひばり(6)

ｺﾝｽﾀﾝﾄ　梁宋  (6)

上南ＡＣ 57.28

山中　詩葉    (6)

小川　蒼大    (6)

香川　楓花    (5)

岡﨑　想磨    (6)

ゆめりくｸﾗﾌﾞ 57.29

有安　日鞠    (6)

内田　航太郎  (6)

岡本　愛結    (6)

出井　逞雅    (6)

ゆめりくｸﾗﾌﾞＢ  1:00.54

野田　篤史    (6)

田原　叶望    (6)

横山　友香    (6)

小林　　迅    (6)

ゆめりくｸﾗﾌﾞＣ  1:03.81

田鍋　妃菜    (6)

細田　いちか  (6)

田中　悠智    (6)

山本　裕惺    (6)

和気クラブ  1:05.06

入江　亮太    (5)

高井　佑奈    (5)

寺尾　莉奈    (5)

藤原　彩妃    (6)

ゆめりくｸﾗﾌﾞＤ  1:05.97

井上　絢斗    (5)

田鍋　奈菜    (6)

竹林　くるみ  (6)

奥田　伊織    (6)

混合
小学生
高学年

■グランドコンディション

  9:30 晴れ  19.0℃   42％ 南東 1.8m/s

 10:00 晴れ  18.0℃   40％ 南東 1.7m/s

 11:00 晴れ  20.0℃   44％ 南東 1.7m/s

　

 12:00 晴れ  19.5℃   38％ 南東 2.0m/s

 13:00 晴れ  20.0℃   44％ 南東 1.3m/s

 14:00 晴れ  20.5℃   40％ 南東 2.5m/s

■主催／瀬戸内市陸上競技協会

　　　　瀬戸内市体育協会

■運営協力／備前市陸上競技協会

審　　判　　長：本郷　勇次

記　録　主　任：波多野　静香


