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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 10/30 細谷　一弘 11.59/-0.1

岡山・岡山陸協

中永　利也 11.91/-0.1

岡山・岡山ＡＣ

丸濱　康之 12.39/-0.1

NGR岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

正富　　剛 13.25/-0.1

岡山・上南ＡＣ

房野　和弘 13.63/-0.1

NGR岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

藤原　和也 13.89/-0.1

岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

住吉　信一 14.03/-0.2

岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

光宗　皇彦 14.46/-0.2

NGR岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

１５００ｍ 10/30 岡田　靖史  5:04.00

兵庫・赤穂郡陸協

上村　彩門  5:12.69

岡山・上南ＡＣ

杉香　紀彦  5:19.68

岡山・岡山ＡＣ

廣畑　　純  5:59.67

岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

走幅跳 10/30 森野　一則   4m41/+1.4

岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

豊岡　　崇   4m23/+1.1

広島・ﾏｽﾀｰｽﾞ広島

和田　　誠   4m14/+1.9

岡山・岡山ﾏｽﾀｰｽﾞ

砲丸投

(7.260kg)

10/30 中林　達紀  10m87

兵庫・赤穂市陸協

男子

１００ｍ 10/30 杉香　奏多    (3) 11.47/+0.0

岡山・竜操中

徳永　龍一    (3) 11.54/+0.0

岡山・岡山操山中

古野　智也    (2) 11.81/+0.0

岡山・和気中

北川　太陽    (3) 11.85/+0.0

岡山・竜操中

藤谷　　涼    (3) 11.94/+0.0

岡山・和気中

築山　莉央    (3) 11.96/+0.0

岡山・竜操中

安達　稜真    (2) 12.22/-0.8

岡山・宇野中

友安　粋吹    (2) 12.56/-0.8

岡山・和気中

１５００ｍ 10/30 久保　拓未    (3)  4:18.78

岡山・操南中

川本　晄太    (3)  4:22.28

岡山・西大寺中

前川　悠祐    (3)  4:37.74

兵庫・上郡中

田中　汰河    (2)  4:37.88

岡山・和気中

中田　颯太    (2)  4:41.68

兵庫・上郡中

正富　頼久    (1)  4:42.98

岡山・上南中

元吉　庸介    (2)  4:46.03

岡山・備前中

清水　航汰    (2)  4:46.95

兵庫・上郡中

１１０ｍＨ

(0.914/9.14m)

10/30 谷井　優太    (2) 19.34/-1.8

岡山・宇野中

尾堂　　旬    (2) 20.86/-1.8

岡山・邑久中

社　　皇河    (1) 24.95/-1.8

岡山・高陽中

走幅跳 10/30 伊藤　颯真    (3)   6m00/+0.1

岡山・竜操中

村上　誠一    (2)   4m86/+0.9

岡山・連島南中

平良　勇人    (1)   4m40/+1.2

岡山・連島南中

砲丸投

(5.000kg)

10/30 藤原　叶多    (3)   9m89

岡山・八浜中

柏木　拓美    (2)   8m81

岡山・高陽中

藤森　壮一郎  (2)   8m40

岡山・備前中

井上　　翔    (1)   7m78

岡山・邑久中

大森　英継    (1)   6m97

岡山・邑久中

阿部　晟昊    (2)   6m45

岡山・八浜中

故引　悠良    (1)   6m22

岡山・高陽中

松川　遥真    (1)   5m55

岡山・八浜中

男子
中学生

１５００ｍ 10/30 永井　美玲    (1)  5:33.46

岡山・備前緑陽高

女子

１００ｍ 10/30 安藤　玲奈    (3) 12.89/-0.1

NGR岡山・清心中

石部　里奈    (3) 13.17/-0.1

岡山・就実中

岡本　あかり  (2) 14.15/-0.1

岡山・八浜中

守時　桃加    (2) 14.22/-0.1

岡山・備前中

弓張　真莉    (1) 14.26/-0.1

兵庫・赤穂東中

竹内　　梓    (2) 14.55/-0.1

岡山・和気中

田中　くるみ  (2) 14.72/-0.1

岡山・和気中

谷　　雪羽    (2) 14.91/-0.0

岡山・和気中

１５００ｍ 10/30 永井　結愛    (2)  5:26.01

岡山・備前中

霜野　千空    (1)  5:37.17

兵庫・赤穂東中

１００ｍＨ

(0.762/8m)

10/30 奥　　美陽    (1) 18.83/-0.7

岡山・宇野中

佐藤　凜音奈  (3) 20.51/-0.7

岡山・和気中

浅野　真里奈  (1) 21.49/-0.7

岡山・備前中

走幅跳 10/30 小坂　美輝    (3)   4m16/+1.5

岡山・高陽中

砲丸投

(2.721kg)

10/30 川﨑　ひなた  (1)   6m85

岡山・邑久中

女子
中学生

１００ｍ 10/30 山本　蒼絆    (3) 16.36/-1.2

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

三原　京眞    (3) 16.54/-1.2

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

伊勢脇　一稀  (3) 17.15/-1.2

岡山・福浜ＡＣ

土屋　威喜    (3） 17.25/-1.2

岡山・WING-Jr

山本　晴輝    (3) 17.33/-1.0

岡山・瀬戸ＳＣ

山田　晴仁    (3) 17.35/-1.2

岡山・邑久小

岩本　憲英    (3) 17.40/-1.2

岡山・WING-Jr

伊東　飛雄馬  (3) 17.65/-1.0

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

１０００ｍ 10/30 辻本　　悠    (3)  3:45.61

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

力石　　章    (3)  3:45.63

岡山・ＭＣＲ和気

中原　羽琉偉  (3)  3:51.32

岡山・福浜ＡＣ

永井　統陽    (2)  3:53.92

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

難波　陽斗    (3)  3:55.10

岡山・上南ＡＣ

浜田　裕之輔  (3)  4:01.98

岡山・CLUB KEISYOU

清水　奏依    (3)  4:07.48

兵庫・上郡陸上教室

中村　成寿    (3)  4:07.92

岡山・芳泉小

男子
小学生
低学年

１００ｍ 10/30 村上　　盟    (6) 14.01/-1.3

岡山・瀬戸ＳＣ

福原　琉仁    (6) 14.18/-1.3

岡山・和気クラブ

内田　航太郎  (6) 14.32/-1.3

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

小田　悠陽    (6) 14.88/-1.3

岡山・ＷＲＣ

谷口　斗真    (6) 14.97/-1.7

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

竹内　祥悟    (5) 14.99/-1.3

岡山・和気クラブ

力石　裕慎    (5) 15.13/-1.7

岡山・ＷＲＣ

中塚　穏慶    (6) 15.37/-1.3

兵庫・上郡陸上教室

１０００ｍ 10/30 家嶋　　駿    (6)  3:10.85

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

逢坂　昂輝    (6)  3:16.46

岡山・上南ＡＣ

小林　　迅    (6)  3:24.72

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

江木　空斗    (6)  3:25.00

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

出井　逞雅    (6)  3:26.25

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

野田　篤史    (6)  3:27.37

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

三宅　晋太郎  (6)  3:27.61

岡山・瀬戸ＳＣ

井上　絢斗    (5)  3:27.69

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

走幅跳 10/30 遠藤　和生    (5)   3m98/+1.8

岡山・甲浦小

荒木　陽大    (4)   3m34/+1.8

岡山・上南ＡＣ

伊勢脇　光稀  (5)   2m72/+1.7

岡山・福浜ＡＣ

平岩　秀義    (4)   2m62/+0.1

岡山・和気クラブ

男子
小学生
高学年

１００ｍ 10/30 上村　　怜    (3) 17.30/-1.4

岡山・上南ＡＣ

秋山　晴香    (3) 18.14/-1.4

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

鳥家　七海    (3) 18.30/-1.4

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

入江　あさひ  (3) 18.42/-1.4

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

岩﨑　未来    (1) 18.97/-1.4

岡山・上南ＡＣ

渡会　友彩    (2) 19.10/-1.0

岡山・和気クラブ

樋上　采倖    (2) 19.29/-1.0

岡山・吉備小

長瀬　小春    (2) 19.36/-1.0

岡山・さくら走練

８００ｍ 10/30 高尾　明衣    (3)  3:00.11

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

濱崎　花凛    (3)  3:13.33

岡山・瀬戸ＳＣ

竹内　脩莉    (2)  3:15.51

岡山・和気クラブ

下田　千景    (3)  3:26.28

岡山・伊島小

浜田　さつき  (1)  3:26.75

岡山・CLUB KEISYOU

景山　朝水    (2)  3:31.81

岡山・福浜ＡＣ

齊藤　夏奈    (1)  3:50.72

岡山・CLUB KEISYOU

横山　　結    (1)  4:15.85

兵庫・上郡陸上教室

女子
小学生
低学年

１００ｍ 10/30 岡本　愛結    (6) 14.84/-1.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

平田　愛果    (5) 15.21/-1.1

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

白井　奈春    (6) 15.24/-1.1

岡山・WING-Jr

田鍋　妃菜    (6) 15.29/-1.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

田原　叶望    (6) 15.49/-1.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

田鍋　奈菜    (6) 15.82/-1.1

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

小竹　　唯    (5) 16.16/-1.1

岡山・邑久小

渡邉　夏羽    (4) 16.50/-1.4

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 10/30 岩﨑　芽生    (6)  2:32.41

岡山・上南ＡＣ

河合　優奈    (5)  2:39.69

岡山・邑久小

宿野　木由里  (5)  2:39.85

岡山・上南ＡＣ

永井　瑛茉    (5)  2:40.83

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

有安　日鞠    (6)  2:43.74

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

金谷　紗恵子  (4)  2:45.73

岡山・上南ＡＣ

松井　結音    (4)  2:45.81

岡山・上南ＡＣ

米田　結南    (5)  2:46.14

岡山・備前市ｼﾞｭﾆｱ陸競

走幅跳 10/30 山口　友菜    (6)   3m79/+1.1

岡山・WING-Jr

道格　心結    (6)   3m75/+0.1

岡山・WING-Jr

川上　紗歩    (6)   3m45/+0.8

岡山・WING-Jr

梶谷　涼夏    (6)   3m36/+1.4

岡山・WING-Jr

田中　愛珠    (4)   2m80/-0.2

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

羽川　理子    (4)   2m74/-1.0

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

柴田　亜里奈  (4)   2m58/-0.9

岡山・ゆめりくｸﾗﾌﾞ

女子
小学生
高学年

１００ｍ

(T53)

10/30 松永　仁志  (T53) 16.31/-1.6

岡山・WORLD-AC

能島　孝洋  (T53) 19.77/-1.6

岡山・岡山市役所

１００ｍ

(T54)

10/30 生馬　知季  (T54) 14.66/-1.6

NGR岡山・WORLD-AC

豊田　響心  (T54) 15.73/-1.6

岡山・WORLD-AC

男子
車椅子

１００ｍ

(T34)

10/30 北浦　春香  (T34) 20.99/-0.9

兵庫・インテージ

１００ｍ

(T54)

10/30 村岡　桃佳  (T54) 17.10/-0.9

埼玉・トヨタ自動車

女子
車椅子

■グランドコンディション

  9:40 晴れ  13.0℃   83％ 南東 1.7m/s

 10:00 晴れ  16.0℃   59％ 南東 0.8m/s

　

 11:00 晴れ  19.0℃   50％ 東 0.8m/s

 12:00 曇り  17.5℃   56％ 東 1.7m/s

■主催／備前市陸上競技協会

　　　　一般財団法人備前市施設管理公社

■後援／備前市教育委員会

審　　判　　長：波多野　政司

記　録　主　任：岡村　愛子

凡例（NGR:大会新記録）


