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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
２００ｍ 7/15 平本　大弥　(3) 22.11/+2.1

岡山・岡山東商業高

安藝　隆二 22.20/+2.1

岡山・倉敷ＴＦＣ

高柿　裕斗　(3) 22.27/+2.1

岡山・岡山城東高

飯田　隼人　(1) 22.70/+2.9

岡山・倉敷青陵高

福島　悠太　(2) 22.88/+2.1

岡山・岡山大

茅野　友輝　(1) 22.91/+2.9

岡山・倉敷工業高

木口　　翔　(1) 22.94/+2.1

岡山・倉敷工業高

小野　裕真　(2) 23.35/+2.9

岡山・水島工業高

４００ｍ 7/15 高柿　裕斗　(3) 48.45

岡山・岡山城東高

平本　大弥　(3) 49.07

岡山・岡山東商業高

関谷　堂真　(M1) 50.76

広島・岡山大

原山　瑛地　(2) 51.94

和歌山・岡山大

御堂　　恵　(2) 52.04

岡山・岡山東商業高

中村　喜浩　(M1) 52.20

大阪・岡山大

清水　悠斗　(1) 岡山・関西高 52.38

板橋　拓夢　(1) 岡山・倉敷工業高

３０００ｍ 7/15 木村　宣久  9:24.37

岡山・岡山ＡＣ

有富　大智　(2)  9:32.70

岡山・岡山城東高

山田　修人　(2)  9:33.07

岡山・井村ＲＣ

各務　雄登　(1)  9:36.20

岡山・岡山城東高

黒瀧　大地　(2)  9:45.37

岡山・岡山城東高

山下　哲也　(3)  9:47.40

岡山・玉島北中

谷本　　翔　(3)  9:48.37

岡山・倉敷東中

山崎　舜介　(2)  9:49.16

岡山・岡山城東高

５０００ｍ 7/15 合田　　椋　(3) 15:20.44

岡山・倉敷高

寺元　颯一　(1) 15:47.76

岡山・倉敷高

宍戸　来嘉　(2) 15:48.54

岡山・倉敷高

宇都　駿介　(2) 16:01.33

岡山・倉敷高

武　　純也　(1) 16:17.52

岡山・倉敷高

井口　　駆　(2) 16:46.17

岡山・倉敷高

鍵山　由徳　(3) 16:52.75

岡山・岡山城東高

田中　凌雅　(3) 16:53.02

岡山・倉敷高

走幅跳 7/15 小藤　　嵐　(2)   7m09/+2.0

岡山・倉敷工業高

瀬戸川　将章(1)   6m77/+1.1

岡山・岡山大

戸髙　珠佑　(3)   6m64/-1.1

岡山・倉敷工業高

中澤　智成   6m63/+2.9

岡山・ＥＮＥＯＳ

時光　佑輔　(2)   6m46/+0.2

岡山・倉敷工業高

飯田　隼人　(1)   6m44/+0.5

岡山・倉敷青陵高

宇野　　幹　(2)   6m40/-0.1

岡山・倉敷工業高

安藝　隆二   6m36/+0.5

岡山・倉敷ＴＦＣ

砲丸投

(7.260kg)

7/15 犬飼　邦明  11m08

岡山・岡山ＡＣ

神田　佳希　(4)  10m83

岡山・岡山大

高校砲丸投

(6.000kg)

7/15 山本　湧良　(2)  10m46

岡山・倉敷工業高

髙辻　拳士郎(2)   9m61

岡山・関西高

原　　孝輔　(1)   9m32

岡山・倉敷工業高

福田　樹颯　(1)   6m34

岡山・玉島商業高

中学砲丸投

(5.000kg)

7/15 真鍋　光輝　(3)  11m18

岡山・琴浦中

坂本　健流　(3)  10m19

岡山・倉敷北中

小橋　勇太　(3)   9m79

岡山・倉敷西中

垣本　竜成　(3)   8m88

岡山・児島中

阿部　友輝　(2)   8m84

岡山・児島中

千地岩　佑　(2)   8m41

岡山・倉敷西中

田中　寿芽　(1)   7m23

岡山・庄中

片山　拓海　(1)   7m18

岡山・倉敷北中

円盤投

(2.000kg)

7/15 神田　佳希　(4)  27m66

岡山・岡山大

岩井　宏樹　(2)  23m96

岡山・岡山大

小畑　友也　(4)  12m64

岡山・岡山大

高校円盤投

(1.750kg)

7/15 髙辻　拳士郎(2)  28m72

岡山・関西高

竹花　悠人　(1)  25m24

岡山・倉敷商業高

長見　　聖　(2)  24m23

岡山・倉敷商業高

池田　琉詞　(1)  19m00

岡山・玉島商業高

中学円盤投

(1.500kg)

7/15 高原　大聖　(3)  37m22

PJR岡山・倉敷北中

垣本　竜成　(3)  27m61

岡山・児島中

角南　秀行　(1)  14m75

岡山・児島中

男子

２００ｍ 7/15 河合　真歩　(2) 26.28/-2.0

岡山・岡山城東高

有森　蘭乃　(2) 26.44/-2.0

岡山・岡山城東高

井田　侑希　(1) 27.28/-2.0

岡山・岡山東商業高

山岡　真紗希(2) 27.40/-2.0

岡山・岡山朝日高

西角　美咲　(2) 27.62/-2.6

岡山・岡山東商業高

森　　風薫　(2) 27.69/-2.6

岡山・岡山城東高

横部　　歩　(1) 27.70/+0.0

岡山・倉敷中央高

大熊　姫佳　(3) 27.72/-2.0

岡山・倉敷東中

４００ｍ 7/15 川崎　夏穂　(2) 58.87

岡山・岡山東商業高

河合　真歩　(2)  1:00.73

岡山・岡山城東高

山岡　真紗希(2)  1:00.89

岡山・岡山朝日高

有森　蘭乃　(2)  1:02.07

岡山・岡山城東高

萩原　柚乃　(3)  1:02.10

岡山・玉島北中

頓宮　七海　(1)  1:02.61

岡山・岡山東商業高

井田　侑希　(1)  1:03.20

岡山・岡山東商業高

森　　風薫　(2)  1:04.40

岡山・岡山城東高

３０００ｍ 7/15 ﾚｲﾁｪﾙ ﾑｯｿﾞｰﾆ(2)  9:36.14

岡山・倉敷高

山本　晏佳吏(1)  9:42.39

岡山・倉敷高

山下　夏実　(1) 10:32.43

岡山・倉敷高

江尻　真弓　(3) 10:34.92

岡山・倉敷中央高

藤田　彩希　(1) 10:37.85

岡山・倉敷高

松﨑　由衣　(3) 10:42.38

岡山・倉敷中央高

江尻　佳乃　(1) 10:46.30

岡山・倉敷高

小野　瑠南　(1) 11:08.55

岡山・倉敷高

５０００ｍ 出場者なし

走幅跳 7/15 猿渡　桃子　(2)   4m88/+0.3

岡山・岡山城東高

渡邉　日奈　(3)   4m67/+1.3

岡山・新田中

長谷川　千華(3)   4m46/-0.2

岡山・倉敷工業高

楠戸　美波　(3)   4m44/-0.2

岡山・倉敷西中

浅野　佑衣　(2)   4m41/+1.3

岡山・岡山東商業高

森平　梓月　(2)   4m35/+0.5

岡山・倉敷中央高

倉地　彩歌　(2)   4m21/+1.0

岡山・倉敷西中

渡辺　菜穂　(1)   4m20/+0.9

岡山・庄中

砲丸投

(4.000kg)

7/15 小橋　祐也　(1)  10m04

岡山・岡山大

東山　綾花　(1)   8m79

岡山・岡山城東高

武　亜弥乃　(2)   8m42

岡山・玉島商業高

田中　優里奈(3)   7m44

岡山・倉敷商業高

奥田　　光　(1)   7m25

岡山・倉敷中央高

楠木　里奈　(2)   5m11

岡山・精思高

中学砲丸投

(2.721kg)

7/15 橋本　綾花　(3)  10m06

岡山・岡山大附中

児島　里奈　(2)   9m29

岡山・児島中

長谷川　遥　(3)   9m26

岡山・倉敷西中

松永　玲那　(2)   9m12

岡山・倉敷東中

大山　未由季(2)   8m68

岡山・宇野中

池宗　　遥　(3)   8m37

岡山・倉敷西中

阪野　　悦　(2)   7m69

岡山・琴浦中

中村　茉子　(2)   7m62

岡山・倉敷西中

円盤投

(1.000kg)

7/15 小橋　祐也　(1)  29m45

岡山・岡山大

田中　優里奈(3)  22m18

岡山・倉敷商業高

角南　衣保　(1) 岡山・児島中  19m82

大山　未由季(2) 岡山・宇野中

奥田　　光　(1)  19m01

岡山・倉敷中央高

真鍋　奈都萌(1)  18m76

岡山・児島中

東山　綾花　(1)  18m62

岡山・岡山城東高

古谷　亜湖　(2)  17m32

岡山・倉敷鷲羽高

女子

 7月15日 11:00 晴れ  33.0℃   40％ 北西 2.0m/s

 7月15日 12:00 晴れ  33.5℃   64％ 西 2.0m/s

 7月15日 13:00 晴れ  34.5℃   68％ 東 1.4m/s

 7月15日 14:00 晴れ  34.0℃   68％ 東 3.2m/s

 7月15日 15:00 晴れ  33.0℃   73％ 西 1.3m/s

総　　　　　務：藤原　政人

審　　判　　長：長谷川　昌弘

記　録　主　任：荒井　　太

凡例（PJR:岡山県中学新記録）


