
令和４年度　岡山県中学生陸上競技選手権大会令和４年度　岡山県中学生陸上競技選手権大会令和４年度　岡山県中学生陸上競技選手権大会令和４年度　岡山県中学生陸上競技選手権大会 22333002

第４９回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会第４９回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会第４９回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会第４９回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
2022年6月11日(土)～12日(日)      決勝一覧表　　　
岡山県陸上競技場 Okayama Prefectural Stadium 331010

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》

6/11 佐内　琢真    (1) 12.45/+0.9

総社東中

田中　琉斗    (1) 12.51/+0.9

桜が丘中

新中　晧也    (1) 12.71/+0.9

倉敷南中

福本　俊輔    (1) 12.86/+0.9

鶴山中

池田　翔聖    (1) 12.90/+0.9

桑田中

木多　　宥    (1) 13.03/+0.9

岡山後楽館中

馬場　旺芽    (1) 13.05/+0.9

倉敷天城中

１００ｍ

《２年》

6/11 中川　翔雅    (2) 11.17/+0.7

*JH NGR玉島北中

山田　夢叶    (2) 11.29/+0.7

NGR福田南中

小林　　伯    (2) 11.66/+0.7

大原中

長尾　大和    (2) 11.67/+0.7

福浜中

古野　智也    (2) 11.70/+0.7

和気中

大治　翔英    (2) 11.75/+0.7

荘内中

原　　巨紀    (2) 11.95/+0.7

吉備中

田島　朋大    (2) 11.98/+0.7

福田南中

１００ｍ

《３年》

6/11 佐藤　優真    (3) 11.01/+1.0

*JH NGR岡山大附中

岡村　涼佑    (3) 11.28/+1.0

福浜中

德永　龍一    (3) 11.31/+1.0

岡山操山中

春名　咲太朗  (3) 11.41/+1.0

妹尾中

２００ｍ 6/12 佐藤　優真    (3) 22.32/+0.9

*JH岡山大附中　　[予選:22.28]

藤山　倖成    (3) 22.76/+0.9

東陽中

山田　夢叶    (2) 22.88/+0.9

福田南中

垂井　海月    (3) 23.19/+0.9

津山東中

春名　咲太朗  (3) 23.22/+0.9

妹尾中

岡村　涼佑    (3) 23.35/+0.9

福浜中

築山　莉央    (3) 23.94/+0.9

竜操中

４００ｍ 6/11 杉香　奏多    (3) 51.52

*JH竜操中

中原　　樹    (3) 52.54

玉島北中

川本　航太    (2) 53.93

上道中

田村　楓月    (3) 55.44

津山東中

川本　晄太    (3) 55.55

西大寺中

久安　和騎    (3) 55.56

井原中

８００ｍ 6/12 小倉　颯太    (3)  2:00.09

*JH竜操中

久保　拓未    (3)  2:00.44

*JH操南中　　　[予選/1:58.40]

名合　幸弘    (3)  2:01.00

吉備中

川本　航太    (2)  2:04.66

上道中　　　[予選/2:00.14 *JH]

豊田　颯良    (3)  2:07.55

倉敷東中

飯綱　二浩    (3)  2:09.38

津山東中

角藤　聖仁    (3)  2:11.34

東陽中

川本　晄太    (3)  2:12.26

西大寺中

１５００ｍ

《１年》

6/12 清水　夢生    (1)  4:36.10

桜が丘中

正富　頼久    (1)  4:38.04

上南中

高橋　岳大    (1)  4:47.42

高陽中

小山　秀太    (1)  4:48.56

北陵中

岸野　ハルト  (1)  4:48.75

芳井中

小林　昇太    (1)  4:49.99

総社東中

石坂　俐樹    (1)  4:50.39

邑久中

三村　　桐    (1)  4:57.90

芳井中

１５００ｍ

《２年》

6/11 高橋　快吏    (2)  4:20.87

琴浦中

来見　旺汰    (2)  4:22.26

操南中

三宅　煌祐    (2)  4:27.52

福南中

長原　武琉    (2)  4:29.07

京山中

篠田　壮真    (2)  4:32.19

北陵中

髙杉　怜矢    (2)  4:35.13

井原中

金谷　康平    (2)  4:35.15

和気中

難波　蒼大    (2)  4:36.36

芳泉中

１５００ｍ 6/11 南葉　銀聖    (3)  4:07.20

*JH芳田中

津川　賢史    (3)  4:18.47

京山中

山本　優太    (3)  4:19.09

京山中

竹下　朋希    (3)  4:20.47

東陽中

金森　経晃    (3)  4:20.77

芳泉中

北村　　蓮    (2)  4:23.54

庄中

亀川　大喜    (3)  4:25.05

芳泉中

首藤　海翔    (3)  4:26.34

東陽中

３０００ｍ 6/12 南葉　銀聖    (3)  9:00.29

芳田中

首藤　海翔    (3)  9:11.01

東陽中

稲葉　蓮太    (3)  9:16.52

児島中

山下　陽音    (2)  9:19.57

味野中

山本　優太    (3)  9:29.94

京山中

福原　圭人    (3)  9:32.12

京山中

来見　旺汰    (2)  9:33.73

操南中

鶴藤　健琉    (2)  9:36.76

京山中

１１０ｍＨ

(0.914/9.14m)

6/12 酒井　大輔    (3) 14.30/+1.1

*JH金浦中

安福　栖直    (3) 15.01/+1.1

高屋中　 [予選:14.98/-0.5 *JH]

高橋　　魁    (3) 15.48/+1.1

荘内中

井上　敏志    (3) 15.97/+1.1

福田南中

長尾　大和    (2) 16.22/+1.1

福浜中

小山　旬之輔  (3) 16.34/+1.1

灘崎中

道廣　優太    (3) 16.82/+1.1

岡山大安寺中等

走高跳 6/11 光田　伊吹    (3) 1m88

*JH中山中

平松　直登    (3) 1m82

御南中

森松　　砦    (3) 1m76

京山中

三輪　恭平    (3) 1m76

岡山操山中

井上　敏志    (3) 1m70

福田南中

柴田　蒼雅    (3) 1m70

倉敷西中

大山　莉玖    (3) 金光中 1m60

上原　聖志    (3) 北陵中

棒高跳 6/12 中島　　成    (1) 2m20

総社東中

走幅跳 6/12 太宰　颯汰    (3)   6m57/+0.5

*JH新田中

伊藤　颯真    (3)   6m34/+2.8

竜操中　　　　[公認:6m29/+1.0]

尾﨑　友翔    (3)   6m23/+2.5

倉敷南中　　　[公認:6m15/+1.1]

大治　翔英    (2)   6m20/+2.9

荘内中　　　　[公認:6m09/+0.7]

小林　　伯    (2)   6m02/-1.3

大原中

加藤　　駿    (3)   5m93/+2.8

連島南中　　　[公認:5m88/-0.3]

西田　春翔    (3)   5m84/+2.1

井原中　　　　[公認:5m67/+1.1]

松島　雅智    (3)   5m64/+2.6

岡山中　　　　[公認:5m15/+1.0]

砲丸投

(5.000kg)

6/11 藤川　一心    (3)  11m69

旭東中

三浦　照矢    (3)  10m78

京山中

赤澤　瑠依    (3)  10m74

荘内中

俣野　　陽    (3)   9m88

倉敷第一中

渡部　緋悠    (3)   9m86

御南中

西宇　翔太    (3)   9m83

荘内中

濵井　拓磨    (3)   9m75

郷内中

藤原　叶多    (3)   9m57

八浜中

男子

１００ｍ

《１年》

6/12 中村　夏音    (1) 12.99/+2.4

岡山大附中

延原　日葵    (1) 13.52/+2.4

伊里中

前田　怜亜    (1) 13.58/+2.4

玉島北中

在本　理倖    (1) 13.60/+2.4

旭東中

久安　真緒    (1) 13.73/+2.4

邑久中

杉香　　遥    (1) 13.97/+2.4

竜操中

芳本　志穂    (1) 14.07/+2.4

福浜中

絹田　理心    (1) 14.28/+2.4

操南中

１００ｍ

《２年》

6/12 瀧本　椰々子  (2) 12.29/+2.7

金光学園中[準決:12.50/+1.7 *JH]

佐藤　地央    (2) 12.67/+2.7

金光学園中

小野　芽衣果  (2) 12.86/+2.7

福南中

水流　和々花  (2) 12.87/+2.7

金光学園中

田中　茉穂    (2) 13.13/+2.7

連島中

山口　楓華    (2) 13.14/+2.7

倉敷南中

行正　奈央    (2) 13.14/+2.7

竜操中

前田　来奈    (2) 13.17/+2.7

総社東中

１００ｍ

《３年》

6/12 小西　ちさ    (3) 12.55/+2.1

中道中

安藤　玲奈    (3) 12.75/+2.1

清心中

稲原　あおい  (3) 12.79/+2.1

操山中

爲房　百恵    (3) 12.90/+2.1

金光学園中

石川　万緒    (3) 13.07/+2.1

竜操中

水舟　　遥    (3) 13.07/+2.1

総社西中

花房　瑠月子  (3) 13.08/+2.1

吉備中

村上　帆乃    (3) 13.20/+2.1

倉敷南中

２００ｍ 6/11 瀧本　椰々子  (2) 25.58/-0.1

*JH金光学園中

水流　和々花  (2) 26.82/-0.1

金光学園中

田中　美桜    (3) 26.87/-0.1

連島中

小西　ちさ    (3) 26.87/-0.1

中道中

田中　茉穂    (2) 27.03/-0.1

連島中

稲原　あおい  (3) 27.04/-0.1

操山中

西山　結愛    (3) 27.57/-0.1

京山中

和田　　心    (3) 28.00/-0.1

新田中

８００ｍ

《１年》

6/12 柴田　莉奈    (1)  2:27.86

岡山操山中

岩本　栞奈    (1)  2:31.40

足守中

宮永　愛美    (1)  2:31.49

京山中

大森　琴羽    (1)  2:31.51

旭東中

南　　和奏    (1)  2:35.97

京山中

藤井　乙葉    (1)  2:36.91

操南中

坂内　波美    (1)  2:44.97

吉備中

松井　絢音    (1)  2:49.63

福浜中

８００ｍ 6/12 ﾄﾞﾙｰﾘｰ　朱瑛里(3) ※  2:15.55

*JH鶴山中

黒田　六花    (2)  2:18.50

京山中

中嶋　莉那    (3)  2:18.79

京山中

井上　華奈    (2)  2:20.15

邑久中

樋口　　遙    (2)  2:20.20

京山中

柴田　菜那    (2)  2:22.03

岡山操山中

鎌腰　愛子    (2)  2:22.76

総社東中

竹林　柚衣    (2)  2:23.61

宇野中

１５００ｍ 6/11 樋口　　遙    (2)  4:43.11

京山中

柴田　菜那    (2)  4:44.13

岡山操山中

難波　星良    (3)  4:45.26

福南中

井上　華奈    (2)  4:45.63

邑久中

鎌腰　愛子    (2)  4:50.43

総社東中

庄治　咲來    (2)  4:56.65

邑久中

貝原　亜衣梨  (3)  4:58.30

倉敷北中

立平　遥菜    (3)  4:58.53

京山中

１００ｍＨ

(0.762/8m)

6/11 源本　理彩    (3) 14.70/+0.6

*JH京山中

藤森　咲紀    (3) 15.40/+0.6

総社東中

小林　詩苑    (3) 15.56/+0.6

操南中

伊藤　　瑞    (2) 15.80/+0.6

金光学園中

梶原　舞香    (3) 15.99/+0.6

香和中

花房　瑠月子  (3) 16.03/+0.6

吉備中

江口　心実    (3) 16.39/+0.6

中山中

延原　日葵    (1) 19.12/+0.6

伊里中

走高跳 6/12 三宅　莉歩    (3) 1m60

*JH操山中

平野　裕理    (3) 1m51

倉敷東中

髙森　珠里    (3) 1m48

高松中

段堂　実桜    (3) 1m48

石井中

森川　心々菜  (3) 1m45

操南中

泉　　咲奈    (3) 京山中 1m40

永瀬　友棉    (2) 京山中

谷川　心菜    (2) 鴨方中 1m35

大谷　優乃    (3) 福浜中

棒高跳 6/12 瀬尾　智子    (2) 2m20

総社西中

走幅跳 6/11 藤井　友那    (3)   5m54/+0.6

*JH吉備中

爲房　百恵    (3)   5m42/+0.6

金光学園中

佐藤　地央    (2)   5m41/+0.6

金光学園中

三村　寿心寧  (3)   4m97/+1.2

連島南中

川井　彩矢果  (3)   4m96/+0.3

御南中

鈴木　智那    (3)   4m88/+1.7

倉敷第一中

近藤　帆香    (2)   4m84/+1.8

吉備中

難波　彩姫    (2)   4m71/+1.2

操南中

砲丸投

(2.721kg)

6/12 今脇　そら    (3)  13m23

*JH邑久中

山内　悠夏    (3)  12m35

和気中

大東　心春    (3)  12m07

福浜中

沼本　彩花    (3)  11m43

桜が丘中

青艸　菜々子  (3)  11m15

京山中

石井　優凪    (3)  10m76

宇野中

芳岡　愛理    (2)   9m93

上南中

幡上　小桐    (2)   9m87

妹尾中

女子

■グランドコンディション

 6月11日  9:15 曇り  23.5℃   75％ 北 1.5m/s

 6月11日 10:00 曇り  24.0℃   64％ 北北東 1.1m/s

 6月11日 11:00 曇り  23.5℃   71％ 北 1.5m/s

 6月11日 12:00 曇り  23.5℃   71％ 北北東 1.1m/s

 6月11日 13:00 雨    23.0℃   75％ 北西 0.9m/s

 6月11日 14:00 雨    23.0℃   71％ 北 1.4m/s

 6月11日 15:00 雨    23.0℃   67％ 北東 0.9m/s

　

 6月11日 16:00 曇り  23.0℃   71％ 北東 0.7m/s

　

 6月12日  9:30 晴れ  27.5℃   53％ 北東 1.5m/s

 6月12日 10:00 晴れ  27.5℃   47％ 北北東 1.6m/s

 6月12日 11:00 晴れ  28.0℃   45％ 北 1.7m/s

 6月12日 12:00 晴れ  28.5℃   48％ 南東 1.2m/s

 6月12日 13:00 晴れ  28.0℃   45％ 北東 0.9m/s

　

 6月12日 14:00 晴れ  28.0℃   48％ 北北東 1.6m/s

 6月12日 15:00 晴れ  28.0℃   45％ 北北東 1.6m/s

　

※女子800m予選　ﾄﾞﾙｰﾘｰ　朱瑛里(3) 2:11.60

　　岡山県中学新記録、大会新記録、

　　全国大会参加標準記録突破

■主催／一般財団法人

　　　　　岡山陸上競技協会

■共催／岡山県中学校体育連盟

■後援／岡山県教育委員会

総　　　　　務：中村　忠彦

トラック審判長：藤井　重信

トラック審判長：木下　欣信

跳　躍　審判長：河内　伸一

投てき　審判長：藤田　貴史

招集所　審判長：江國　成徳

スタート審判長：奥井　智昭

記　録　主　任：小野　隆博

凡例（NGR:大会新記録/ *JH:全国大会参加標準記録突破）


