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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
４×１００ｍ 9/22 倉敷工業 43.78

栗坂　尚吾   (1)
林　望       (1)
中田　龍馬   (1)
小藤　嵐     (1)

倉敷南 44.35
三宅　慶一   (2)
馬場　純一郎 (2)
江口　碧人   (2)
髙上　敦司   (1)

倉敷商 46.04
野中　和輝   (2)
田窪　豊     (1)
橋本　翔     (2)
林　建汰     (2)

天城 46.93
高橋　和史   (1)
瀧浪　隆太   (2)
藤原　隆太郎 (2)
桐山　聖惟   (2)

４×４００ｍ 9/22 天城Ａ  3:36.14
桐山　聖惟   (2)
小林　優紀   (1)
瀧浪　隆太   (2)
高橋　和史   (1)

天城Ｂ  3:39.90
赤木　洋介   (2)
岡田　啓佑   (2)
藤井　智寛   (1)
西坂　宗一郎 (2)

男子高
校

４×１００ｍ 9/22 総社西中Ｂ 45.52
茅野　友輝   (3)
木口　翔     (3)
木村　茂樹   (3)
木下　唯斗   (3)

総社西中Ａ 45.69
平松　康     (2)
松田　陸     (2)
小﨑　律稀   (2)
木口　響     (2)

倉敷東中Ａ 46.25
中村　友稀   (3)
小森　瞬     (3)
武本　大和   (3)
板橋　拓夢   (3)

倉敷北中Ａ 46.82
中村　澄人   (2)
能海　篤     (3)
林　　蒼葉   (2)
木村　祥吾   (3)

琴浦中 47.65
小室　翔太   (3)
石井　開     (3)
真鍋　光輝   (2)
山口　宙斗   (2)

倉敷天城中 47.86
藤田　欣吾   (1)
鈴木　善遥   (3)
川東　晴     (1)
上杉　直輝   (3)

味野中Ａ 49.23
片山　英紀   (3)
原　悠人     (3)
原　孝輔     (3)
結城　海人   (2)

男子中
学

４×１００ｍ 9/22 新見市ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 58.11
月本　雄基   (5)
山形　匠     (5)
石田　経光   (5)
安達　皓哉   (5)

総社TFCJr 58.77
小野　嗣実   (6)
梅村　泰勝   (6)
畝田　光太朗 (5)
井上　　陸   (5)

井原陸上競技ｸﾗﾌﾞ 59.60
高田　博史   (4)
三村　　幌   (5)
馬場　　響   (5)
山本　楓稀   (5)

倉敷JC・Ａ  1:03.27
萩原　正人   (5)
宮原　陸     (5)
吉田　大剛   (5)
伴　颯大     (5)

笠岡ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ  1:05.17
藤井　亮太   (5)
三角　岳人   (5)
高原　　要   (5)
下楽　　蓮   (5)

高梁ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞＡ  1:06.54
中山　惇之丞 (5)
石井　康太   (4)
石川　　聖   (4)
倉掛　大空   (5)

倉敷JC・Ｂ  1:08.65
田口　聖太   (4)
片岡　龍志   (4)
園田　栞大   (4)
坂口　魁徠   (4)

男子小
学４・
５年

４×１００ｍ 9/22 倉敷JC・Ａ 53.33
田辺　柊太朗 (6)
上杉　光希   (6)
鈴木　　仁   (6)
小柏　聖人   (6)

新見市ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 53.71
稗田　隼也   (6)
漆山　悠斗   (6)
大森　俊輝   (6)
数原　由大   (6)

総社TFCJr 55.13
坪井　一馬   (6)
七村　雄大   (6)
山本　大輔   (6)
吉田　蒼太   (6)

倉敷JC・Ｂ 58.68
長尾　拓能   (6)
小川　翔大   (6)
大橋　翔太   (6)
中塚　遥紀   (6)

高梁ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ  1:01.50
樋口　雅斗   (6)
坂上　彰紀   (6)
金田　奏来   (6)
山川　卓真   (6)

男子小
学６年

４×１００ｍ 9/22 倉敷南 50.95
西山　知里   (2)
福田　暖恋   (2)
高木　里奈   (1)
橋本　蓮     (1)

倉敷中央高 52.90
森平　梓月   (3)
藤本　優希   (1)
中村　愛子   (1)
中山　栞里   (1)

天城 57.69
岡本　紗季   (1)
石川　理香子 (1)
佐々木　千佳 (2)
石井　杏佳   (2)

４×４００ｍ 9/22 倉敷中央高  4:21.86
安廣　友紀子 (2)
藤本　優希   (1)
芳上　咲穂   (1)
中山　栞里   (1)

天城  4:42.24
岡本　紗季   (1)
石井　杏佳   (2)
石川　理香子 (1)
佐々木　千佳 (2)

女子高
校

４×１００ｍ 9/22 東陽中Ａ 53.76
田村　春奈(2)
松原　朱伽   (2)
大岡　虹斗   (2)
守谷　亜美   (2)

倉敷西中Ａ 54.20
吉田　桃望   (3)
荻田　凜     (3)
長谷川　遥   (2)
髙比良　優奈 (3)

新田中Ａ 54.36
出口　綾乃   (1)
白石　遥     (1)
渡邉　日奈   (2)
今井　あい   (2)

鴨方中Ａ 55.59
田中　紗由里 (2)
澁谷　春陽   (2)
畠中　野花   (2)
村上　梨名   (2)

倉敷西中Ｂ 55.64
髙山　青空   (1)
白神　帆乃香 (1)
中村　茉子   (1)
山下　紫乃   (1)

玉島東中Ａ 55.79
狩野　麻央   (2)
虫明　愛実   (2)
進藤　春菜   (2)
藤井　紗登   (2)

琴浦中 55.92
石井　心     (1)
曽根　麻鈴   (3)
真鍋　未来   (3)
隠地　美桜   (2)

女子中
学

４×１００ｍ 9/22 倉敷JC・Ａ  1:00.28
三宅　唯央里 (5)
堀内　純花   (5)
水流　歩乃果 (5)
與田　真未   (5)

倉敷JC・Ｂ  1:03.90
中西　可苗   (5)
福　千彩都   (5)
松浦　未夢   (5)
安原　海優   (5)

新見市ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ  1:04.66
ニ嶋　夏萌   (5)
古米　あすか (5)
吉田　朱里   (5)
川上　沙季   (5)

倉敷JC・Ｃ  1:05.39
近藤　優奈   (4)
谷本　楓和   (4)
枚田　乃々葉 (4)
金光　紗和   (4)

高梁ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ  1:08.06
坂根　冬華   (5)
藤井　沙月   (5)
藤井　佑月   (5)
佐藤　　杏   (5)

女子小
学４・
５年

４×１００ｍ 9/22 総社TFCJr 57.00
野上　双葉   (6)
吉田　奈未   (6)
村木　暖彩   (6)
山本　実夢   (6)

井原陸上競技ｸﾗﾌﾞ 57.06
山本　稀月   (6)
西村　里穂   (6)
西　　都     (6)
野口　愛華   (6)

倉敷JC 57.59
渡辺　菜穂   (6)
山口　紗知   (6)
小谷野　朱音(6)
松村　佳帆   (6)

新見市ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 59.38
梅原　朱音   (6)
西　あいり   (6)
野田　彩香   (6)
横張　実咲   (6)

高梁ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ  1:02.97
眞崎　麻衣   (5)
多々野　凛夏 (6)
吉川　歩美(5)
信原　碧     (6)

女子小
学６年

５０００ｍ 出場者なし男子高
校

３０００ｍ 9/22 藤原　優希   (3)  9:09.76
新田中

石井　大揮   (3)  9:13.93
早島中

土倉　光貴   (3)  9:16.71
倉敷西中

谷本　翔     (2)  9:18.33
倉敷東中

三宅　隼人   (2)  9:24.22
児島中

安藤　勘太   (3)  9:33.92
玉島北中

大森　椋太   (3)  9:35.92
倉敷西中

森　遼太郎   (3)  9:44.98
倉敷東中

走幅跳 9/22 結城　海人   (2)   5m42/+0.0
味野中

三宅　浩太   (2)   5m35/-0.4
倉敷南中

西中　尚輝   (3)   5m26/-0.3
児島中

髙橋　快吏   (1)   5m20/-0.8
総社西中

谷田　秀斗   (2)   5m19/-0.7
新田中

中村　唯人   (3)   5m09/-1.6
総社西中

織田　凌河   (2)   5m01/-0.5
児島中

藤原　綾土   (2)   4m89/-0.1
新田中

砲丸投
(5.000kg)

9/22 髙原　大聖   (2)  10m92
倉敷北中

古屋　　大輝 (3)  10m52
倉敷西中

原　孝輔     (3)   9m94
味野中

土屋　健太郎 (3)   9m39
鴨方中

真鍋　光輝   (2)   9m05
琴浦中

小橋　勇太   (2)   8m67
倉敷西中

角田　航希   (2)   7m50
倉敷南中

原　悠人     (3)   7m42
味野中

男子中
学

３０００ｍ 9/22 西山　こみち (2) 10:53.54
倉敷中央高

松田　彩花   (1) 11:18.42
倉敷中央高

赤木　淳莉   (1) 11:50.76
倉敷中央高

三宅　彩花   (2) 14:17.24
倉敷天城高

女子高
校

３０００ｍ 9/22 萩原　柚乃   (2) 10:48.54
玉島北中

堀内　咲希   (3) 10:52.46
新田中

犬飼　菜月   (1) 10:59.91
庄中

犬飼　葉月   (1) 11:07.88
庄中

井上　朝賀   (2) 11:12.74
庄中

山下　潤子   (2) 11:12.97
鴨方中

安藤　充郁   (2) 11:13.29
玉島北中

堀家　千尋   (1) 11:16.63
庄中

走幅跳 9/22 熱田　心     (3)   5m15/+0.0
倉敷東中

渡邉　日奈   (2)   4m60/-0.8
新田中

大熊　姫佳   (2)   4m47/+0.0
倉敷東中

白石　遥     (1)   4m38/-0.3
新田中

藤井　紗登   (2)   4m24/-0.8
玉島東中

楠戸　美波   (2)   4m23/+0.0
倉敷西中

岡田　野々華 (2)   4m21/+0.0
味野中

田中　美尋   (2)   4m07/+0.0
倉敷第一中

砲丸投
(2.721kg)

9/22 真鍋　未来   (3)  10m37
琴浦中

吉田　桃望   (3)  10m13
倉敷西中

菱川　夏奈   (2)   9m17
児島中

山本　菜月   (3)   8m30
笠岡東中

長谷川　遥   (2)   8m17
倉敷西中

田中　紗由里 (2)   8m13
鴨方中

児島　里奈   (1)   7m41
児島中

髙垣　澪     (2)   7m38
里庄中

女子中
学

 9月22日 10:00 雨    22.0℃   87％ 東 0.5m/s
 9月22日 11:00 雨    22.0℃   87％ 北東 0.6m/s
 9月22日 12:00 雨    21.5℃   91％ 北北東 0.5m/s
 9月22日 13:00 雨    22.0℃   87％ 北東 0.2m/s
 9月22日 14:00 曇り  23.0℃   83％ 北東 0.2m/s
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