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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
１００ｍ 9/16 秋山　大祐 10.91/+0.4

岡山・岡山ＡＣ

山下　雄大　(1) 11.09/+0.4

広島・福山平成大

徳永　大地 11.10/+1.2

岡山・倉敷市役所

諏訪　裕祐 11.13/+0.9

岡山・岡山教員ｸﾗﾌﾞ

佐々木　仁哉(4) 11.15/+0.9

岡山・岡山大

味野　晃己　(3) 11.19/+0.4

岡山・岡山東商業高

安藝　隆二 11.20/+0.4

岡山・倉敷ＴＦＣ

稲垣　天斗 11.28/+0.4

岡山・倉敷ＴＦＣ

２００ｍ 9/16 濵元　大弥　(3) 22.07/+0.4

広島・福山平成大

木口　　翔　(1) 22.92/+1.4

岡山・倉敷工業高

吉田　紀隆　(3) 23.17/+0.4

広島・福山平成大

小郷　基光 23.26/+1.4

岡山・岡山ＡＣ

羽村　健　(2) 23.26/+1.4

岡山・岡山大

藤本　寧生　(3) 23.32/+0.4

岡山・倉敷ＴＦＣ

諏訪　裕祐 23.39/+0.4

岡山・岡山教員ｸﾗﾌﾞ

山田　祐二 23.65/+1.3

岡山・岡山陸協

１５００ｍ 9/16 黒瀧　大地　(2)  4:15.34

岡山・岡山城東高

今田　湧也  4:17.01

岡山・三菱自動車水島

各務　雄登　(1)  4:20.17

岡山・岡山城東高

浦　淳一朗　(2)  4:20.31

岡山・倉敷古城池高

小林　拓海　(3)  4:22.53

岡山・岡山南高

有村　和馬　(1)  4:22.62

岡山・倉敷天城高

黒田　和希　(2)  4:23.07

岡山・東岡山工業高

柴田　晃平　(2)  4:25.21

岡山・岡山南高

３０００ｍ 9/16 石原　翔太郎(1)  8:42.27

岡山・倉敷高

佐藤　慶一　(2)  8:43.07

岡山・水島工業高

山下　空良　(1)  8:45.88

岡山・倉敷高

土倉　光貴　(1)  8:48.08

岡山・水島工業高

奥野　奏輝　(1)  8:54.27

岡山・倉敷高

田中　佑樹　(2)  8:54.86

岡山・岡山商大附高

土倉　稜貴　(3)  8:54.90

岡山・水島工業高

有富　大智　(2)  8:55.27

岡山・岡山城東高

４００ｍＨ

(0.914m)

9/16 山田　泰雅　(3) 53.58

岡山・岡山一宮高

平本　大弥　(3) 55.24

岡山・岡山東商業高

原山　瑛地　(2) 56.37

和歌山・岡山大

河田　晋一郎 56.44

岡山・三菱自動車水島

安藝　隆二 57.62

岡山・倉敷ＴＦＣ

御堂　　恵　(2) 58.82

岡山・岡山東商業高

松井　雄利　(1) 58.91

岡山・岡山一宮高

佐貫　空汰　(2) 59.34

岡山・倉敷青陵高

走幅跳 9/16 末石　有人   6m56/+0.7

岡山・旭化成水島

中田　龍馬　(2)   6m41/+1.6

岡山・倉敷工業高

宇野　　幹　(2)   6m41/+1.6

岡山・倉敷工業高

田中　理暉　(2)   6m23/+1.0

岡山・倉敷工業高

稲垣　天斗   6m16/+0.9

岡山・倉敷ＴＦＣ

飯田　隼人　(1)   6m13/+1.6

岡山・倉敷青陵高

野口　尚樹　(2)   6m05/+1.4

島根・福山平成大

下河　英右   6m02/ 0.0

岡山・岡山陸協

砲丸投

(7.260kg)

9/16 犬飼　邦明  10m77

岡山・岡山ＡＣ

小豆澤　徹　(3)   8m12

島根・福山平成大

高校砲丸投

(6.000kg)

9/16 山本　湧良　(2)   9m62

岡山・倉敷工業高

多田　慶次郎(2)   8m94

岡山・倉敷古城池高

福田　翔大　(1)   8m47

岡山・岡山一宮高

田中　　樹　(2)   8m33

岡山・倉敷天城高

金田　拓己　(2)   8m32

岡山・玉島高

栗田　陸弥　(1)   7m98

岡山・笠岡高

近藤　龍彦　(1)   7m63

岡山・倉敷天城高

伊東　直哉　(1)   7m07

岡山・倉敷天城高

中学砲丸投

(5.000kg)

9/16 宗兼　憂門　(2)  10m62

岡山・宇野中

坪井　聡汰　(3)   9m31

岡山・吉備中

中山　ひかる(3)   9m06

岡山・吉備中

難波　聖司　(1)   7m62

岡山・宇野中

田中　寿芽　(1)   7m44

岡山・庄中

片山　拓海　(1)   7m25

岡山・倉敷北中

岸田　愛稀　(2)   7m05

岡山・玉島東中

長田　亮太　(2)   5m21

岡山・玉島東中

円盤投

(2.000kg)

9/16 崎本　和忠  40m13

岡山・三菱自動車水島

小豆澤　徹　(3)  24m58

島根・福山平成大

高校円盤投

(1.750kg)

9/16 田中　　樹　(2)  27m72

岡山・倉敷天城高

山本　湧良　(2)  26m71

岡山・倉敷工業高

田中　僚一　(1)  26m68

岡山・岡山商大附高

深元　陽介　(2)  25m28

岡山・岡山南高

竹花　悠人　(1)  24m40

岡山・倉敷商業高

栗田　陸弥　(1)  23m82

岡山・笠岡高

金田　拓己　(2)  23m04

岡山・玉島高

遠藤　大知　(2)  22m86

岡山・岡山一宮高

中学円盤投

(1.500kg)

9/16 高原　大聖　(3)  39m28

岡山・倉敷北中

男子

１００ｍ 9/16 齋藤　愛美　(3) 12.00/+0.4

岡山・倉敷中央高

澤谷　柚花　(3) 12.14/+0.4

岡山・倉敷中央高

吉行　梨乃　(3) 12.85/+0.4

岡山・竜操中

有森　蘭乃　(2) 13.04/+0.4

岡山・岡山城東高

大川　菜緒　(2) 岡山・岡山東商業高 13.10/+0.4

犬飼　桃菜　(2) 岡山・吉備中

阿部　香音　(2) 13.24/+0.4

岡山・倉敷商業高

元林　咲耶　(2) 13.27/+1.0

岡山・倉敷商業高

２００ｍ 9/16 安定　紗也香(3) 25.51/+1.1

岡山・岡山東商業高

有森　蘭乃　(2) 26.64/+1.1

岡山・岡山城東高

犬飼　桃菜　(2) 26.99/+1.1

岡山・吉備中

森元　瑠菜　(2) 27.25/+1.5

岡山・岡山商大附高

森　　風薫　(2) 27.33/+1.5

岡山・岡山城東高

今西　春香　(1) 27.41/+1.5

岡山・岡山東商業高

西角　美咲　(2) 27.49/+1.5

岡山・岡山東商業高

井田　侑希　(1) 27.61/+1.1

岡山・岡山東商業高

１５００ｍ 9/16 山下　夏実　(1)  4:49.30

岡山・倉敷高

藤田　彩希　(1)  4:53.04

岡山・倉敷高

江尻　佳乃　(1)  4:55.71

岡山・倉敷高

小野　瑠南　(1)  4:56.36

岡山・倉敷高

大隅　愛衣　(1)  4:57.31

岡山・岡山東商業高

野上　真理子  4:58.43

岡山・岡山陸協

浅野　花帆　(2)  4:58.97

岡山・岡山東商業高

砂田　珠来　(2)  5:01.46

岡山・吉備中

３０００ｍ 9/16 有富　　郁　(1) 10:10.45

岡山・吉備中

正司　瑠奈　(2) 10:10.63

岡山・吉備中

松﨑　由衣　(3) 10:21.11

岡山・倉敷中央高

江尻　真弓　(3) 10:32.83

岡山・倉敷中央高

斉藤　巴音　(3) 10:35.15

岡山・吉備中

粟　　愛華　(2) 10:54.08

岡山・新田中

平山　美空　(3) 11:00.20

岡山・吉備中

玉置　奈々　(2) 11:08.17

岡山・倉敷中央高

４００ｍＨ

(0.762m)

9/16 高木　里奈　(3)  1:00.99

岡山・倉敷南高

頓宮　七海　(1)  1:07.25

岡山・岡山東商業高

森　　風薫　(2)  1:08.19

岡山・岡山城東高

安井　友里　(1)  1:11.01

岡山・岡山東商業高

小比賀　美月(3)  1:14.86

岡山・竜操中

走幅跳 9/16 中藤　瑠美　(2)   4m95/+1.4

岡山・玉島商業高

猿渡　桃子　(2)   4m82/+0.8

岡山・岡山城東高

渡邉　日奈　(3)   4m81/+0.7

岡山・新田中

落合　杏名　(2)   4m58/+2.4

岡山・岡山東商業高

白石　　遥　(2)   4m57/+1.1

岡山・新田中

折口　奈津帆(2)   4m47/+1.5

岡山・倉敷古城池高

山下　紫乃　(2)   4m27/+0.6

岡山・倉敷西中

浅野　佑衣　(2)   4m25/+1.1

岡山・岡山東商業高

砲丸投

(4.000kg)

9/16 荻野　さくら(2)   8m86

岡山・笠岡高

東山　綾花　(1)   7m93

岡山・岡山城東高

武　亜弥乃　(2)   7m52

岡山・玉島商業高

伊藤　和音　(2)   6m93

岡山・倉敷古城池高

時松　未優　(2)   6m51

岡山・玉島商業高

中学砲丸投

(2.721kg)

9/16 木下　愛莉　(2)  10m30

岡山・宇野中

有汲　颯妃　(2)  10m04

岡山・吉備中

東原　香桜　(2)   9m32

岡山・吉備中

二宮　紫音　(3)   8m64

岡山・竜操中

大賀　琳々香(2)   8m37

岡山・玉島東中

菅野　帆乃　(2)   8m35

岡山・岡山大附中

大山　未由季(2)   8m23

岡山・宇野中

頓宮　未空　(2)   8m08

岡山・吉備中

円盤投

(1.000kg)

9/16 荻野　さくら(2)  29m29

岡山・笠岡高

井上　美雅　(2)  28m58

広島・福山平成大

若松　日奈子(2)  26m49

岡山・倉敷南高

越智　小凜　(3)  25m07

岡山・宇野中

東山　綾花　(1)  22m31

岡山・岡山城東高

竹下　晶葉　(2)  21m48

岡山・倉敷古城池高

岸本　　結　(1)  19m18

岡山・倉敷南高

大山　未由季(2)  16m88

岡山・宇野中

女子

 9月16日 11:00 雨    21.0℃   82％ 北 1.5m/s

 9月16日 12:00 雨    20.0℃   91％ 北 1.4m/s

 9月16日 13:00 雨    21.0℃   91％ 北西 1.5m/s

 9月16日 14:00 雨    21.0℃   91％ 北北西 1.6m/s

 9月16日 15:00 雨    22.0℃   82％ 北北西 1.7m/s

 9月16日 16:00 雨    22.0℃   82％ 北北西 1.0m/s
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記　録　主　任：荒井　　太


