
第６９回美作地区高等学校総合体育大会陸上競技の部第６９回美作地区高等学校総合体育大会陸上競技の部第６９回美作地区高等学校総合体育大会陸上競技の部第６９回美作地区高等学校総合体育大会陸上競技の部 22331504 2022年5月7日(土)～8日(日)      決勝一覧表　　　
岡山県津山陸上競技場 Prefectural Tsuyama Stadium 332020

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 5/7 内田　遥斗  (3) 11.05/-1.2

美作高
岩下　知広  (3) 11.15/-1.2
津山高

小林　聖明  (2) 11.18/-1.2
津山商業高

小林　倭斗  (3) 11.71/-1.2
林野高

山本　壮真  (2) 11.81/-1.2
林野高

堀江　碧人  (3) 11.84/-1.2
津山商業高

森下　拓斗  (3) 11.92/-1.1
津山高

内田　優斗  (1) 12.11/-1.1
津山高専

２００ｍ 5/8 大畑　和葉  (3) 22.30/+1.9
津山東高

髙畑　隼也  (2) 22.65/+1.9
津山商業高

岩下　知広  (3) 22.83/+0.2
津山高

中村　琉聖  (2) 22.86/+1.9
美作高

加藤　来門  (3) 22.94/+1.9
津山東高

土居　釈晏  (2) 22.98/+1.9
津山高専

藤堂　晃也  (3) 23.69/+1.9
津山高

小林　倭斗  (3) 23.77/+1.9
林野高

４００ｍ 5/7 大畑　和葉  (3) 50.05
津山東高

池田　悠慎  (2) 50.74
美作高

加藤　来門  (3) 51.22
津山東高

三村　光生  (3) 51.54
津山高

秦　　拓海  (3) 51.61
津山商業高

土居　釈晏  (2) 52.06
津山高専

飯綱　祥一朗(3) 52.22
津山高

井上　友斗  (2) 53.58
美作高

８００ｍ 5/8 杉山　由樹  (3)  2:00.61
津山東高

菅野　郁弥  (1)  2:02.03
津山高

杉本　一郎  (2)  2:02.25
津山商業高

寺坂　十楽  (3)  2:02.84
津山東高

正影　早途  (3)  2:10.45
津山高専

西川　咲太朗(3)  2:12.93
林野高

池本　大晟  (3)  2:17.79
勝山高

先原　　怜  (3)  2:21.73
勝山高

１５００ｍ 5/7 寺坂　十楽  (3)  4:22.25
津山東高

影山　翔久  (2)  4:22.97
津山東高

牧原　ゆう  (3)  4:33.97
津山高

横内　倖大  (1)  4:38.24
津山高専

瀬畑　勇誠  (3)  4:43.02
津山高

正影　早途  (3)  4:44.22
津山高専

花房　淳平  (2)  4:49.09
津山商業高

中川　煌斗  (1)  4:54.02
津山商業高

５０００ｍ 5/8 板倉　蒔希  (3) 17:15.32
津山東高

影山　翔久  (2) 17:37.53
津山東高

牧原　ゆう  (3) 17:50.34
津山高

花房　淳平  (2) 18:18.76
津山商業高

瀬畑　勇誠  (3) 18:29.52
津山高

中川　煌斗  (1) 18:53.64
津山商業高

１１０ｍＨ
(1.067/9.14m)

5/7 柳樂　慎太郎(3) 18.84/+0.6
津山商業高

柴田　健太  (2) 21.10/+0.6
勝山高

山本　龍臣  (3) 23.28/+0.6
津山商業高

４００ｍＨ
(0.914/35m)

5/8 七村　雄大  (3) 57.91
美作高

片山　礼偉  (3)  1:00.94
美作高

今井　涼太  (3)  1:03.32
津山高

柳樂　慎太郎(3)  1:05.86
津山商業高

難波　昊希  (1)  1:06.63
津山高

４×１００ｍＲ 5/7 美作高 42.31
大町　悠真  (3)
福井　研登  (2)
内田　遥斗  (3)
越尾　一翔  (3)

津山商業高 43.36
堀江　碧人  (3)
小林　聖明  (2)
木下　必雅  (1)
髙畑　隼也  (2)

津山高 44.11
藤堂　晃也  (3)
岩下　知広  (3)
福田　雄太  (3)
三村　光生  (3)

林野高 44.76
田村　尊翔  (2)
山本　壮真  (2)
小林　倭斗  (3)
西川　咲太朗(3)

津山高専 45.65
内田　優斗  (1)
土居　釈晏  (2)
美甘　見真  (2)
原　　優貴  (3)

津山東高 45.91
野口　翔貴  (3)
加藤　来門  (3)
石鞍　俊介  (3)
森木　悠真  (3)

勝山高 47.50
原田　亮寿  (2)
岩尾　佳祐  (2)
濵本　祥吾  (2)
柴田　健太  (2)

４×４００ｍＲ 5/8 美作高  3:23.40
内田　遥斗  (3)
池田　悠慎  (2)
片山　礼偉  (3)
七村　雄大  (3)

津山東高  3:25.83
加藤　来門  (3)
杉山　由樹  (3)
寺坂　十楽  (3)
大畑　和葉  (3)

津山高  3:26.76
藤堂　晃也  (3)
福田　雄太  (3)
三村　光生  (3)
飯綱　祥一朗(3)

津山高専  3:32.17
土居　釈晏  (2)
正影　早途  (3)
原　　優貴  (3)
横内　倖大  (1)

津山商業高  3:33.18
杉本　一郎  (2)
秦　　拓海  (3)
小林　聖明  (2)
髙畑　隼也  (2)

走高跳 5/7 中本　由宇斗(2) 1m90
美作高

奥　　比加瑠(3) 1m75
津山高専

谷口　雄飛  (2) 1m40
津山高

走幅跳 5/8 大町　悠真  (3)   6m92/+0.2
美作高

青木　　蓮  (2)   6m57/+0.5
美作高

一ノ瀬　来  (3)   6m41/+1.0
津山東高

福田　雄太  (3)   6m14/+1.8
津山高

岩崎　陽光  (1)   5m78/+0.8
津山高

内田　優斗  (1)   5m43/+0.8
津山高専

三段跳 5/7 青木　　蓮  (2)  13m09/+3.1
美作高　　　[公認:12m82/+0.5]

牧　　昊生  (2)  12m17/+2.5
津山高　　　[公認:11m69/+1.3]

岩崎　陽光  (1)  11m10/+2.4
津山高　　　[公認:11m06/+1.9]

砲丸投
(6.000kg)

5/7 横山　巧真  (3)   8m77
津山高

池田　暁憲  (2)   7m66
津山高

髙橋　拓渡  (2)   6m89
津山商業高

織田　魁舟  (2)   6m73
津山商業高

円盤投
(1.750kg)

5/8 佐々木　順悠(1)  27m60
美作高

横山　巧真  (3)  26m36
津山高

池田　暁憲  (2)  21m02
津山高

やり投
(0.800kg)

5/7 佐々木　順悠(1)  38m16
美作高

牧　　昊生  (2)  36m52
津山高

岩尾　佳祐  (2)  33m69
勝山高

織田　魁舟  (2)  33m21
津山商業高

濵本　祥吾  (2)  33m04
勝山高

髙橋　拓渡  (2)  27m88
津山商業高

高橋　知生  (1)  20m70
津山高

男子

１００ｍ 5/7 小椋　初夏  (3) 12.84/-2.1
美作高

高橋　和加乃(3) 13.12/-2.1
津山高

森岡　　心  (3) 13.30/-2.1
美作高

秋山　真杜果(3) 13.66/-2.1
津山高

馬場　千裕  (2) 13.68/-2.1
津山東高

伊達　結美  (2) 13.96/-1.1
津山東高

岡田　七海  (3) 14.09/-1.1
津山高専

竹田　愛里  (2) 14.33/-2.1
津山商業高

２００ｍ 5/8 小椋　初夏  (3) 26.28/-0.7
NGR美作高

森岡　　心  (3) 26.76/-0.7
NGR美作高

高橋　和加乃(3) 26.97/-0.7
津山高

秋山　真杜果(3) 28.49/-0.7
津山高

馬場　千裕  (2) 28.97/-0.7
津山東高

初岡　心寧  (1) 29.27/-0.7
津山商業高

伊達　結美  (2) 29.30/-0.7
津山東高

岡田　七海  (3) 29.48/+1.7
津山高専

４００ｍ 5/7 岡田　琴音  (2)  1:03.52
美作高

釜口　心菜  (2)  1:04.20
津山東高

初岡　心寧  (1)  1:04.88
津山商業高

中川　公葉  (2)  1:07.55
津山商業高

飯綱　音羽  (2)  1:07.69
津山高

梅村　萌衣  (3)  1:08.45
津山高

岸本　莉実  (2)  1:08.79
津山東高

井上　晃実  (3)  1:14.06
美作高

８００ｍ 5/8 大西　美碧  (1)  2:32.03
津山高専

中川　公葉  (2)  2:34.88
津山商業高

宗本　綾音  (2)  2:39.15
津山東高

二若　七海  (1)  2:40.49
津山東高

植木　かなた(2)  2:44.94
津山高専

西原　茉穂  (2)  2:52.35
津山高

１５００ｍ 5/7 川﨑　愛琉  (3)  5:07.88
津山東高

大西　美碧  (1)  5:20.14
津山高専

平田　茉亜紗(2)  5:23.44
津山東高

竹平　陽菜  (1)  5:54.14
津山商業高

３０００ｍ 5/8 川﨑　愛琉  (3) 11:13.56
津山東高

平田　茉亜紗(2) 11:34.26
津山東高

亀山　幸枝  (1) 12:13.21
津山高

竹平　陽菜  (1) 13:09.73
津山商業高

１００ｍＨ
(0.838/8.5m)

5/7 杉本　結花  (3) 18.34/-1.6
津山高

西原　果穂  (2) 18.38/-1.6
津山高

片山　ありさ(1) 19.45/-1.6
津山東高

柴田　祐希  (3) 20.84/-1.6
勝山高

４００ｍＨ
(0.762/35m)

5/8 釜口　心菜  (2)  1:10.23
津山東高

飯綱　音羽  (2)  1:17.40
津山高

坂本　澄々花(1)  1:17.54
津山高

４×１００ｍＲ 5/7 津山高 49.93
秋山　真杜果(3)
加治　歩乃佳(3)
大掛　葵生  (2)
高橋　和加乃(3)

美作高 50.35
岡田　琴音  (2)
小椋　初夏  (3)
森岡　　心  (3)
伊東　唯花  (1)

津山東高 53.21
伊達　結美  (2)
馬場　千裕  (2)
釜口　心菜  (2)
小松　　怜  (2)

津山商業高 54.50
安藤　結菜  (2)
竹田　愛里  (2)
柴田　　晴  (3)
初岡　心寧  (1)

津山高専 56.53
江見　　心  (2)
岡田　七海  (3)
植木　かなた(2)
大西　美碧  (1)

勝山高 57.36
石戸　桜子  (2)
森川　真衣  (3)
柴田　祐希  (3)
難波　莉子  (2)

４×４００ｍＲ 5/8 美作高  4:17.39
森岡　　心  (3)
小椋　初夏  (3)
伊東　唯花  (1)
岡田　琴音  (2)

津山東高  4:24.76
岸本　莉実  (2)
川﨑　愛琉  (3)
宗本　綾音  (2)
釜口　心菜  (2)

津山高  4:27.46
高橋　和加乃(3)
寄本　詩織  (2)
梅村　萌衣  (3)
飯綱　音羽  (2)

津山商業高  4:35.09
中川　公葉  (2)
初岡　心寧  (1)
柴田　　晴  (3)
竹田　愛里  (2)

走高跳 5/7 瀧口　菜音  (3) 1m40
津山高

杉本　結花  (3) 1m40
津山高

江見　　心  (2) 1m40
津山高専

走幅跳 5/8 寄本　詩織  (2)   4m79/+1.9
津山高

松川　真結  (1)   4m57/+0.9
津山東高

岸本　莉実  (2)   4m23/+1.9
津山東高

髙山　　雫  (3)   3m67/-0.1
津山商業高

三段跳 5/7 加治　歩乃佳(3)  10m62/+1.7
津山高

寄本　詩織  (2)  10m44/+2.3
津山高　　　[公認:10m26/+1.9]

砲丸投
(4.000kg)

5/7 小松　　怜  (2)   9m01
津山東高

横山　桃華  (2)   5m87
勝山高

池田　　楓  (2)   5m18
勝山高

円盤投
(1.000kg)

5/8 小松　　怜  (2)  21m01
津山東高

やり投
(0.600kg)

5/7 瀬島　里乃  (3)  23m10
勝山高

大掛　葵生  (2)  21m45
津山高

高谷　晴香  (2)  13m33
津山高

女子

男子総合 津山高 90点 津山東高 79点 美作高 72点 津山商業高 60点 津山高専 29点 林野高 17点 勝山高 15点

女子総合 津山東高 79点 津山高 73点 美作高 48点 津山商業高 35点 津山高専 24点 勝山高 9点

学校
対抗

■グランドコンディション
 5月 7日 13:00 晴れ  25.3℃   57％ 南南東 0.8m/s
 5月 7日 14:00 晴れ  26.7℃   55％ 南西 2.1m/s
 5月 7日 15:00 晴れ  26.0℃   57％ 南西 1.2m/s

　
 5月 8日 10:00 晴れ  21.2℃   39％ 北 1.7m/s
 5月 8日 11:00 晴れ  21.9℃   41％ 北北西 0.4m/s
 5月 8日 12:00 晴れ  22.6℃   41％ 北 0.2m/s

■主催／岡山県高等学校体育連盟美作支部
　　　　津山市陸上競技協会
■共催／岡山県教育委員会　山陽新聞社
■後援／美作地区高等学校ＰＴＡ連合会
　　　　津山市教育委員会　津山市体育協会

総　　　　　務：清水　公康
トラック審判長：清水　浩之
跳　躍　審判長：宇野　弘二
投てき　審判長：植　　　徹
記　録　主　任：水島　ゆかり

凡例（NGR:大会新記録）


