
第１７回瀬戸内市陸上競技選手権大会　17th Setouchi City Championships第１７回瀬戸内市陸上競技選手権大会　17th Setouchi City Championships第１７回瀬戸内市陸上競技選手権大会　17th Setouchi City Championships第１７回瀬戸内市陸上競技選手権大会　17th Setouchi City Championships 22330712 2022年8月7日(日)      決勝一覧表　　　
備前市総合運動公園陸上競技場 Bizen Municipal Stadium 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 8/7 安原　秀幸 13.90/-0.3

岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ
和田　　誠 14.05/-0.3
岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

８００ｍ 8/7 上村　彩門  2:22.79
岡山・上南ＡＣ

１５００ｍ 8/7 長崎　　航  (1)  4:19.55
岡山・岡山芳泉高

井上　明彦  4:44.19
岡山・ゆめりく

長崎　　智  4:49.06
岡山・岡山市消防局

野田　尚晃  5:02.20
大阪・ｸﾗﾌﾞR2西日本

河本　規昭  5:11.37
岡山・肩脊楽走会

賀川　　元  5:22.78
岡山・肩脊楽走会

走幅跳 8/7 芳川　桂悠  (1)   5m63/+0.4
岡山・邑久高

國塩　大翔  (1)   5m23/+0.1
岡山・邑久高

谷森　　仙  (2)   4m93/+2.0
岡山・邑久高

和田　　誠   4m09/-0.3
岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

男子
高校
　・　
一般

１００ｍ 8/7 安達　稜真  (2) 12.03/-0.3
岡山・宇野中

金谷　康平  (2) 12.65/-0.3
岡山・和気中

前川　悠祐  (3) 12.81/-0.3
兵庫・上郡中

谷田　裕太  (3) 12.85/-0.3
岡山・邑久中

森國　　昊  (2) 12.98/-0.3
岡山・邑久中

小山　凌駕  (3) 13.12/-0.3
岡山・邑久中

久本　一翔  (2) 13.38/-0.3
岡山・備前中

山口　凌太  (1) 13.42/+0.1
岡山・宇野中

２００ｍ 8/7 古野　智也  (2) 23.58/-0.1
岡山・和気中

藤谷　　涼  (3) 24.17/-0.1
岡山・和気中

安達　稜真  (2) 25.07/-0.1
岡山・宇野中

友安　粋吹  (2) 25.15/-0.1
岡山・和気中

太田　晴空  (3) 25.26/-0.1
兵庫・上郡中

小山　凌駕  (3) 26.34/-0.1
岡山・邑久中

江口　暖人  (1) 26.71/-0.2
岡山・和気中

久本　一翔  (2) 27.30/-0.2
岡山・備前中

８００ｍ 8/7 中野　太陽  (3)  2:12.41
兵庫・上郡中

古野　智也  (2)  2:18.97
岡山・和気中

小林　康介  (2)  2:20.00
岡山・和気中

太田　晴空  (3)  2:24.29
兵庫・上郡中

坂本　孝太  (2)  2:25.20
岡山・宇野中

元吉　庸介  (2)  2:27.45
岡山・備前中

太田　琉生  (1)  2:29.54
兵庫・上郡中

葛原　将大  (2)  2:31.15
岡山・倉敷第一中

１５００ｍ 8/7 金谷　康平  (2)  4:37.08
岡山・和気中

中野　太陽  (3)  4:42.10
兵庫・上郡中

前川　悠祐  (3)  4:42.25
兵庫・上郡中

元吉　庸介  (2)  4:51.75
岡山・備前中

坂本　孝太  (2)  4:53.90
岡山・宇野中

太田　琉生  (1)  4:56.28
兵庫・上郡中

花田　寛人  (3)  5:07.59
岡山・和気中

原田　結永  (1)  5:17.75
岡山・備前中

走高跳 8/7 谷井　優太  (2) 1m53
岡山・宇野中

飛田　秋空  (1) 1m35
岡山・邑久中

走幅跳 8/7 社　　皇河  (1)   4m28/+0.2
岡山・高陽中

柴田　海里  (2)   4m01/-0.8
岡山・邑久中

砲丸投
(5.000kg)

8/7 柏木　拓美  (2)   8m87
岡山・高陽中

井上　　翔  (1)   7m86
岡山・邑久中

藤森　壮一郎(2)   6m95
岡山・備前中

大森　英継  (1)   6m48
岡山・邑久中

山口　凌太  (1)   5m89
岡山・宇野中

東　　拓海  (1)   4m10
岡山・宇野中

男子
中学生

２００ｍ 8/7 重友　沙羅  (2) 27.91/+1.3
岡山・邑久高

久安　里歩  (2) 29.92/+1.3
岡山・邑久高

三宅　藍凛  (1) 30.61/+1.3
岡山・邑久高

８００ｍ 8/7 永井　美玲  (1)  2:50.61
NGR岡山・備前緑陽高

１５００ｍ 8/7 永井　美玲  (1)  5:39.86
岡山・備前緑陽高

走高跳 8/7 久安　里歩  (2) 1m38
岡山・邑久高

女子
高校
　・　
一般

１００ｍ 8/7 竹内　　梓  (2) 13.99/-1.6
岡山・和気中

竹林　柚衣  (2) 14.06/-1.6
岡山・宇野中

守時　桃加  (2) 14.14/-1.6
岡山・備前中

佐藤　凜音奈(3) 14.15/+0.1
岡山・和気中

久安　真緒  (1) 14.19/-1.6
岡山・邑久中

奥　　美陽  (1) 14.49/+0.8
岡山・宇野中

西　　芽吹  (1) 15.16/-1.6
岡山・備前中

石黒　初華  (3) 15.19/+0.8
岡山・邑久中

２００ｍ 8/7 竹林　柚衣  (2) 28.02/+0.9
岡山・宇野中

竹内　　梓  (2) 28.60/+0.9
岡山・和気中

久安　真緒  (1) 28.71/+0.9
岡山・邑久中

佐藤　凜音奈(3) 28.97/-1.5
岡山・和気中

庄治　咲來  (2) 29.40/-1.5
岡山・邑久中

奥　　美陽  (1) 29.52/-1.5
岡山・宇野中

田中　くるみ(2) 29.70/-1.5
岡山・和気中

永井　結愛  (2) 30.06/-1.5
岡山・備前中

８００ｍ 8/7 井上　華奈  (2)  2:19.92
岡山・邑久中

庄治　咲來  (2)  2:31.79
岡山・邑久中

永井　結愛  (2)  2:40.62
岡山・備前中

前田　和瑚  (3)  2:44.97
岡山・邑久中

平岩　愛夏  (2)  2:56.52
岡山・和気中

田中　くるみ(2)  2:58.88
岡山・和気中

谷　　雪羽  (2)  3:00.40
岡山・和気中

１５００ｍ 8/7 井上　華奈  (2)  4:49.87
NGR岡山・邑久中

石岡　　梓  (1)  5:36.91
岡山・邑久中

岡田　　花  (3)  5:43.67
岡山・邑久中

走高跳 8/7 中西　美羽  (3) 1m25
岡山・邑久中

走幅跳 8/7 石黒　初華  (3)   4m11/+0.2
岡山・邑久中

河本　裕佳  (1)   3m53/-1.2
岡山・高陽中

砲丸投
(2.721kg)

8/7 川﨑　ひなた(1)   6m54
岡山・邑久中

女子
中学生

１００ｍ 8/7 力石　　章  (3) 17.42/-0.1
岡山・本荘小

小谷　紘斗  (3) 17.77/-0.1
兵庫・上郡陸上教室

辻本　　悠  (3) 17.80/-0.1
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

潮海　健亮  (3) 17.97/-0.2
兵庫・上郡陸上教室

永井　統陽  (2) 18.07/-0.2
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

横山　大地  (2) 18.28/-0.2
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

米田　悠真  (3) 18.38/-0.1
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

清水　奏依  (3) 18.41/-0.1
兵庫・上郡陸上教室

１０００ｍ 8/7 辻本　　悠  (3)  3:50.91
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

力石　　章  (3)  3:53.89
岡山・本荘小

永井　統陽  (2)  3:56.73
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

米田　悠真  (3)  4:07.08
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

清水　奏依  (3)  4:14.68
兵庫・上郡陸上教室

逢坂　優輝  (2)  4:14.81
岡山・上南ＡＣ

小谷　紘斗  (3)  4:27.82
兵庫・上郡陸上教室

髙田　龍成  (2)  4:42.71
岡山・ゆめりく

男子
小学生
低学年

１００ｍ 8/7 池田　大輝  (6) 13.28/-1.1
岡山・Ａｓｔｅｒ

岡﨑　想磨  (6) 14.03/-1.1
岡山・上南ＡＣ

小川　蒼大  (6) 14.27/-1.1
岡山・上南ＡＣ

福原　琉仁  (6) 14.46/-1.1
岡山・和気クラブ

内田　航太郎(6) 14.79/-1.1
岡山・ゆめりく

谷口　斗真  (6) 15.08/-1.3
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

小田　悠陽  (6) 15.14/-1.1
岡山・ＷＲＣ

野田　智史  (4) 15.81/-1.3
岡山・ゆめりく

１０００ｍ 8/7 尾日向　禎行(5)  3:09.29
岡山・梅の木ｸﾗﾌﾞ

逢坂　昂輝  (6)  3:15.74
岡山・上南ＡＣ

谷口　斗真  (6)  3:21.23
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

家嶋　　駿  (6)  3:29.69
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

葛原　利成  (5)  3:33.03
岡山・西阿知小

江木　空斗  (6)  3:33.27
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

小林　　迅  (6)  3:33.80
岡山・ゆめりく

石坂　栄樹  (5)  3:35.83
岡山・上南ＡＣ

走高跳 8/7 竹内　祥悟  (5) 1m18
岡山・和気クラブ

走幅跳 8/7 福原　琉仁  (6)   3m84/+1.0
岡山・和気クラブ

井上　絢斗  (5)   3m36/+0.0
岡山・ゆめりく

太田　和孝  (4)   3m09/+0.0
岡山・ゆめりく

平岩　秀義  (4)   2m67/+0.5
岡山・和気クラブ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 8/7 内田　航太郎(6)  40m63
岡山・ゆめりく

出井　逞雅  (6)  34m48
岡山・ゆめりく

寺岡　　隼  (5)  28m52
岡山・ゆめりく

入江　亮太  (5)  21m38
岡山・和気クラブ

草加　　誠  (4)  18m09
岡山・和気クラブ

片山　徹生  (4)  17m43
岡山・和気クラブ

男子
小学生
高学年

１００ｍ 8/7 上村　　怜  (3) 18.00/-2.0
岡山・上南ＡＣ

竹内　脩莉  (2) 18.99/-2.0
岡山・和気クラブ

入江　あさひ(3) 19.14/-2.0
岡山・ゆめりく

春名　美心  (3) 19.49/-2.0
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

今村　佳穂乃(1) 20.90/-2.0
岡山・ゆめりく

春名　萌心  (1) 23.37/-2.0
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

８００ｍ 8/7 高尾　明衣  (3)  3:05.75
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

上村　　怜  (3)  3:24.59
岡山・上南ＡＣ

春名　美心  (3)  3:37.22
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

春名　萌心  (1)  3:54.53
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

女子
小学生
低学年

１００ｍ 8/7 香川　楓花  (5) 14.68/-1.4
岡山・上南ＡＣ

有安　日鞠  (6) 14.99/-1.4
岡山・ゆめりく

岡本　愛結  (6) 15.14/-1.4
岡山・ゆめりく

田鍋　妃菜  (6) 15.15/-1.5
岡山・ゆめりく

横山　友香  (6) 15.16/-1.4
岡山・ゆめりく

平田　愛果  (5) 15.34/-1.4
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

山中　詩葉  (6) 15.38/-1.4
岡山・上南ＡＣ

岩﨑　芽生  (6) 15.52/-1.5
岡山・上南ＡＣ

８００ｍ 8/7 岩﨑　芽生  (6)  2:33.96
岡山・上南ＡＣ

永井　瑛茉  (5)  2:42.18
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

元吉　奈月  (4)  2:45.79
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

米田　結南  (5)  2:46.29
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

有安　日鞠  (6)  2:47.12
岡山・ゆめりく

金谷　紗恵子(4)  2:50.81
岡山・操明小

谷口　陽南  (4)  2:51.97
岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

細田　いちか(6)  2:55.64
岡山・ゆめりく

走高跳 8/7 山中　詩葉  (6) 1m18
岡山・上南ＡＣ

田原　叶望  (6) 1m05
岡山・ゆめりく

走幅跳 8/7 藤原　彩妃  (6)   3m35/-0.1
岡山・和気クラブ

下田　千紗都(6)   3m31/-0.2
岡山・ゆめりく

田鍋　妃菜  (6)   3m03/-0.1
岡山・ゆめりく

高井　佑奈  (5)   2m88/+0.1
岡山・和気クラブ

奥田　伊織  (6)   2m81/+0.2
岡山・ゆめりく

田鍋　奈菜  (6)   2m62/+0.3
岡山・ゆめりく

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ 8/7 岡本　愛結  (6)  33m40
岡山・ゆめりく

宿野　木由里(5)  24m38
岡山・上南ＡＣ

小林　香乃  (4)   7m19
岡山・ゆめりく

女子
小学生
高学年

■グランドコンディション
  9:30 晴れ  31.0℃   75％ 東 0.8m/s
 10:00 晴れ  30.5℃   78％ 南東 1.5m/s
 11:00 晴れ  32.5℃   73％ 東南東 2.3m/s

　
 12:00 晴れ  32.0℃   73％ 南東 2.0m/s
 13:00 晴れ  31.5℃   72％ 東 3.0m/s

■主催／瀬戸内市体育協会
　　　　瀬戸内市陸上競技協会
■運営協力／備前市陸上競技協会

審　　判　　長：堀川　正徳
記　録　主　任：波多野　静香

凡例（NGR:大会新記録）


