
令和４年度　備南西地区中学校夏季総合体育大会陸上競技の部令和４年度　備南西地区中学校夏季総合体育大会陸上競技の部令和４年度　備南西地区中学校夏季総合体育大会陸上競技の部令和４年度　備南西地区中学校夏季総合体育大会陸上競技の部 22333712

兼 第６０回岡山県中学校総合体育大会陸上競技備南西地区予選会兼 第６０回岡山県中学校総合体育大会陸上競技備南西地区予選会兼 第６０回岡山県中学校総合体育大会陸上競技備南西地区予選会兼 第６０回岡山県中学校総合体育大会陸上競技備南西地区予選会
2022年6月18日(土)      決勝一覧表　　　

岡山県笠岡陸上競技場 Okayama Prefectural Kasaoka Stadium 332030

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》

6/18 大橋　蒼真    (1) 12.39/+0.6

NGR金光中

岡崎　吉起    (1) 13.18/+0.6

井原中

片山　裕之祐  (1) 13.23/+0.6

井原中

三宅　朝陽    (1) 13.59/+2.0

井原中

小野　礼翔    (1) 13.70/+0.6

金光学園中

小林　右京    (1) 13.84/+0.6

鴨方中

大野　響也    (1) 13.84/+2.0

笠岡東中

原田　英明    (1) 14.03/+2.0

金光学園中

１００ｍ

《２年》

6/18 小川　聡太    (2) 12.47/+1.7

金光学園中

吉本　陽貴    (2) 12.50/+1.7

鴨方中

田辺　晃己    (2) 13.07/+1.7

里庄中

北山　航平    (2) 13.42/+1.7

金光学園中

目時　悠陽    (2) 13.51/+1.7

鴨方中

柚木　健太    (2) 13.53/+1.7

鴨方中

徳毛　陽太    (2) 13.61/+1.7

井原中

坂本　北斗    (2) 14.07/+1.7

笠岡東中

１００ｍ

《３年》

6/18 竹内　翔一    (3) 11.41/+0.7

NGR木之子中

田中　悠介    (3) 11.75/+0.7

金光中

瀬尾　悠斗    (3) 12.04/+0.7

鴨方中

中川　　陸    (3) 12.04/+0.7

里庄中

西田　春翔    (3) 12.10/+0.2

井原中

新谷　莉生    (3) 12.55/+0.2

里庄中

三宅　進太郎  (3) 12.61/+0.7

鴨方中

中尾　隼琉    (3) 12.63/+0.2

里庄中

２００ｍ 6/18 酒井　大輔    (3) 22.85/+1.4

NGR金浦中

田中　悠介    (3) 24.20/+1.4

金光中

瀬尾　悠斗    (3) 24.29/+1.4

鴨方中

大橋　蒼真    (1) 25.45/+0.4

金光中

三宅　進太郎  (3) 25.60/+0.4

鴨方中

小川　聡太    (2) 25.61/+0.4

金光学園中

藤原　晴斗    (2) 27.55/+1.4

里庄中

小野　礼翔    (1) 28.15/+1.4

金光学園中

４００ｍ 6/18 中川　　陸    (3) 55.62

里庄中

久安　和騎    (3) 55.69

井原中

大橋　英真    (3) 57.63

金光中

筒井　悠太    (2)  1:05.15

鴨方中

槇野　結斗    (3)  1:05.19

金光中

田中　佑樹    (2)  1:07.83

里庄中

亀田　勇一    (2)  1:08.22

里庄中

阪本　隼舵    (2)  1:10.79

鴨方中

８００ｍ 6/18 片山　　蓮    (3)  2:15.70

高屋中

丸谷　羚斗    (2)  2:30.46

笠岡東中

松上　善輝    (2)  2:34.77

井原中

中江　宥敬    (3)  2:37.92

金光中

髙谷　朋樹    (2)  2:41.37

金光中

岡田　空護    (2)  2:49.65

里庄中

佐原　弘樹    (2)  2:55.43

笠岡東中

坂本　北斗    (2)  3:14.64

笠岡東中

１５００ｍ

《１年》

6/18 岸野　ハルト  (1)  4:46.64

芳井中

三村　　桐    (1)  5:02.14

芳井中

平田　嵐偉亜  (1)  5:06.73

小北中

吉田　恵太朗  (1)  6:07.73

鴨方中

佐藤　心星    (1)  6:55.62

鴨方中

岡部　遥平    (1)  7:02.40

金光中

村山　莉玖    (1)  7:33.33

金光中

１５００ｍ

《２年》

6/18 高杉　怜矢    (2)  4:50.46

井原中

髙谷　朋樹    (2)  5:01.22

金光中

今城　和也    (2)  5:11.79

鴨方中

松上　善輝    (2)  5:11.90

井原中

北山　航平    (2)  5:21.05

金光学園中

古城　斗真    (2)  5:21.80

鴨方中

髙見　雄太    (2)  5:28.56

金光中

砂田　崇登    (2)  6:07.07

鴨方中

１５００ｍ

《３年》

6/18 仕田原　寛弥  (3)  4:36.66

里庄中

石山　愛翔    (3)  4:37.86

鴨方中

西村　優太朗  (3)  4:39.11

鴨方中

水島　柾貴    (3)  4:53.03

鴨方中

中江　宥敬    (3)  5:15.47

金光中

渡邉　一樹    (3)  5:26.28

金光中

３０００ｍ 6/18 浅野　義仁    (3) 10:30.61

金光中

吉田　悠人    (3) 11:40.96

高屋中

稲垣　　明    (2) 11:47.26

里庄中

渡邉　一樹    (3) 12:11.19

金光中

１１０ｍＨ

(0.914/9.14m)

6/18 酒井　大輔    (3) 14.30/+3.0

金浦中

安福　栖直    (3) 17.21/+3.0

高屋中

田中　俊介    (1) 21.84/+3.0

金光中

山田　快颯    (1) 22.60/+3.0

金光中

文谷　晴紀    (1) 27.49/+3.0

金光中

４×１００ｍＲ 6/18 金光中 47.38

大橋　英真    (3)

大橋　蒼真    (1)

中江　宥敬    (3)

田中　悠介    (3)

里庄中 47.66

中尾　隼琉    (3)

新谷　莉生    (3)

仕田原　寛弥  (3)

中川　　陸    (3)

鴨方中 48.38

三宅　進太郎  (3)

吉本　陽貴    (2)

別府　冬真    (3)

瀬尾　悠斗    (3)

金光学園中 52.41

北山　航平    (2)

小川　聡太    (2)

小野　礼翔    (1)

原田　英明    (1)

走高跳 6/18 大山　莉玖    (3) 1m60

金光中

久安　和騎    (3) 1m50

井原中

友田　真叶    (1) 1m20

金光中

走幅跳 6/18 西田　春翔    (3)   5m10/+1.0

井原中

岡　　波音    (3)   4m79/+1.4

鴨方中

槇野　結斗    (3)   4m67/+1.1

金光中

佐藤　心哉    (3)   4m66/-0.7

鴨方中

髙見　雄太    (2)   3m96/+2.1

金光中

岡部　遥平    (1)   3m69/ 0.0

金光中

砲丸投

(5.000kg)

6/18 森脇　一翔    (2)   6m90

金光中

古澤　道夫    (2)   5m01

金光中

堀江　優太    (1)   3m61

金光中

男子

１００ｍ

《１年》

6/18 東山　実莉里  (1) 13.92/+0.5

木之子中

三宅　理葉    (1) 14.64/+0.5

井原中

前原　世空    (1) 14.69/+0.5

鴨方中

淺野　束咲    (1) 14.74/+0.5

笠岡東中

大本　涼果    (1) 14.91/+0.3

鴨方中

山下　紗奈    (1) 14.95/+0.3

里庄中

細谷　茉広    (1) 15.13/+0.3

金光学園中

廣澤　　遥    (1) 15.32/+0.5

笠岡東中

１００ｍ

《２年》

6/18 瀧本　椰々子  (2) 12.62/+0.4

NGR金光学園中

水流　和々花  (2) 13.02/+1.1

NGR金光学園中

佐藤　地央    (2) 13.06/+0.4

NGR金光学園中

髙田　琴杜鼓  (2) 13.92/+0.4

金浦中

長畑　柚希    (2) 14.06/+0.4

鴨方中

金森　江里菜  (2) 14.14/+1.1

里庄中

原田　紗妃    (2) 14.18/+0.4

井原中

妹尾　浬菜    (2) 14.22/+1.1

井原中

１００ｍ

《３年》

6/18 爲房　百恵    (3) 12.95/+1.1

金光学園中

豊田　春姫    (3) 13.36/+1.1

金浦中

森永　夏美    (3) 13.77/+1.1

金光学園中

田中　結菜    (3) 14.03/+1.1

金光学園中

近藤　瑞咲    (3) 14.27/+1.1

井原中

久保　遥奈    (3) 14.44/+1.1

笠岡東中

山本　真依    (3) 14.50/+1.1

里庄中

２００ｍ 6/18 瀧本　椰々子  (2) 26.55/+1.2

NGR金光学園中

水流　和々花  (2) 27.09/+1.2

金光学園中

髙田　琴杜鼓  (2) 27.91/+1.2

金浦中

森永　夏美    (3) 28.12/+1.9

金光学園中

久保　彩波    (2) 28.71/+1.2

井原中

長畑　柚希    (2) 29.10/+1.2

鴨方中

新谷　璃柚    (2) 30.50/+1.2

里庄中

西田　真優    (1) 30.67/+1.9

井原中

８００ｍ

《１年》

6/18 堀川　莉良    (1)  2:38.23

木之子中

山本　愛菜    (1)  3:05.34

井原中

吉川　瑠南    (1)  3:06.04

鴨方中

髙田　莉名    (1)  3:09.68

金光中

福田　芽依    (1)  3:11.39

鴨方中

大橋　　藍    (1)  3:14.21

金光中

８００ｍ 6/18 笠原　楓花    (3)  2:40.87

里庄中

平井　愛佳    (2)  2:41.56

金光学園中

矢野　心陽    (3)  2:46.07

金光学園中

山本　弥祐　  (2)  2:50.89

鴨方中

出雲　杏子    (3)  2:53.97

里庄中

長谷川　結姫那(2)  3:05.11

鴨方中

森川　古都    (2)  3:11.06

高屋中

佐藤　　桃    (2)  3:11.28

高屋中

１５００ｍ 6/18 山本　徠月    (2)  5:35.01

井原中

橋本　沙依    (2)  5:56.47

鴨方中

田頭　奏那    (3)  6:04.49

金光学園中

松田　苺季    (3)  6:15.11

鴨方中

田中　里穂    (3)  6:39.48

鴨方中

大森　乙永    (3)  6:42.59

矢掛中

下樂　華梨    (3)  6:56.36

金浦中

１００ｍＨ

(0.762/8m)

6/18 伊藤　　瑞    (2) 16.45/+2.1

金光学園中

板倉　葵海    (2) 18.46/+2.1

金光学園中

藏内　理央    (2) 19.42/+2.1

井原中

山田　桃実    (2) 20.15/+2.1

金光学園中

髙渕　結菜    (1) 21.22/+2.1

井原中

唐崎　笑実    (1) 22.84/+2.1

井原中

４×１００ｍＲ 6/18 金光学園中 50.99

NGR水流　和々花  (2)

佐藤　地央    (2)

爲房　百恵    (3)

瀧本　椰々子  (2)

鴨方中 56.08

谷川　心菜    (2)

山本　弥祐　  (2)

田中　裕里    (2)

長畑　柚希    (2)

里庄中 56.50

金森　麻那香  (2)

山本　真依    (3)

出雲　杏子    (3)

笠原　楓花    (3)

笠岡東中 56.65

田上　姫歌    (3)

久保　遥奈    (3)

三宅　彩海    (3)

淺野　束咲    (1)

井原中  1:00.20

妹尾　浬菜    (2)

西田　林加    (3)

近藤　瑞咲    (3)

藏内　理央    (2)

走高跳 6/18 田中　結菜    (3) 1m30

金光学園中

谷川　心菜    (2) 1m25

鴨方中

柚木　梨緒    (3) 1m25

鴨方中

走幅跳 6/18 佐藤　地央    (2)   5m22/+1.0

金光学園中

爲房　百恵    (3)   4m84/+0.3

金光学園中

西田　真優    (1)   4m36/+2.1

井原中

伊藤　　瑞    (2)   4m21/+0.7

金光学園中

田上　姫歌    (3)   3m82/+1.2

笠岡東中

山岡　成実    (2)   3m42/+1.1

鴨方中

長谷川　結姫那(2)   3m33/+0.2

鴨方中

砲丸投

(2.721kg)

6/18 髙塚　唯菜    (3)   6m81

笠岡東中

髙塚　咲那    (1)   5m21

笠岡東中

伊藤　　和    (1)   4m33

笠岡東中

女子

■グランドコンディション

  9:00 曇り  27.0℃   73％ 北 2.6m/s

 10:00 曇り  28.0℃   67％ 南東 0.2m/s

 11:00 曇り  28.0℃   64％ 北西 1.4m/s

■主催／岡山県中学校体育連盟備南西地区陸上競技部　笠岡市陸上競技協会

　　　　笠岡市教育委員会　井原市教育委員会　浅口市教育委員会

　　　　里庄町教育委員会　矢掛町教育委員会

■主管／岡山県中学校体育連盟備南西地区陸上競技部

審　　判　　長：山室　　愛

記　録　主　任：福尾　恭幸

凡例（NGR:大会新記録）


