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1 394 藤原　大燿　(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｲﾖｳ 男子 東　京 早大同好会 11.97 1
2 163 勢力　　奎 ｾｲﾘｷ ｹｲ 男子 静 岡 静岡陸協 10.69 2
3 9340 下河　英右 ｼﾓｶﾜ ｴｲｽｹ 男子 岡　山 岡山陸協 11.98 3
4 3103 諏訪　裕祐 ｽﾜ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 岡山教員ｸﾗﾌﾞ 11.10 4
5 3412 石井　　忍 ｲｼｲ ｼﾉﾌﾞ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 12.62 5
6 3434 杉香　紀彦 ｽｷﾞｶ ﾉﾘﾋｺ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 12.00 6
7 3468 秋山　大祐 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 10.64 7
8 3445 田村　元弘 ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 10.82 8
9 3008 佐伯　博嗣 ｻｴｷ ﾋﾛﾂｸﾞ 男子 岡　山 三菱自動車水島 11.14 9

10 3977 中澤　智成 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 男子 岡　山 ＥＮＥＯＳ 11.45 10
11 3131 山田　泰裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 男子 岡　山 ＯＵＦ 11.40 11
12 3527 定金　卓志 ｻﾀﾞｶﾈ ﾀｸｼ 男子 岡　山 クラコウＴＦＣ 11.97 12
13 3879 市原　大輝 ｲﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 倉敷市役所 11.45 13
14 3611 安藝　隆二 ｱｷ ﾘｭｳｼﾞ 男子 岡　山 倉敷ＴＦＣ 10.89 14
15 3603 稲垣　天斗 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾄ 男子 岡　山 倉敷ＴＦＣ 11.10 15
16 3612 川上　昭人 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 男子 岡　山 倉敷ＴＦＣ 11.45 16
17 46 内山　悠三　(2) ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｿﾞｳ 男子 岡　山 岡山朝日高 11.08 17
18 128 延藤　竜也　(2) ﾉﾌﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 岡山操山高 11.41 18
19 127 野上　世蓮　(2) ﾉｶﾞﾐ ｾﾚﾝ 男子 岡　山 岡山操山高 12.00 19
20 129 佐々木　浩貴(2) ｻｻｷ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 岡山操山高 11.85 20
21 130 安藤　　遼　(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 男子 岡　山 岡山操山高 11.47 21
22 64 佐々木　統也(1) ｻｻｷ ﾄｳﾔ 男子 岡　山 岡山操山高 12.29 22
23 65 池上　悠凪　(1) ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 岡山操山高 12.18 23
24 66 善勝　琢仁　(1) ｾﾞﾝｼｮｳ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 岡山操山高 11.77 24
25 104 藤井　俊輔　(1) ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 岡　山 岡山操山高 13.18 25
26 195 大賀　亮汰　(2) ｵｵｶﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 岡山芳泉高 11.77 26
27 196 大倉　隆平　(2) ｵｵｸﾗ ﾘｭｳﾍｲ 男子 岡　山 岡山芳泉高 11.22 27
28 197 岡本　成生　(2) ｵｶﾓﾄ ﾅﾙｷ 男子 岡　山 岡山芳泉高 12.03 28
29 199 久保　悠太　(2) ｸﾎﾞ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 岡山芳泉高 12.77 29
30 212 藤瀬　　健　(2) ﾌｼﾞｾ ﾀｹﾙ 男子 岡　山 岡山芳泉高 12.03 30
31 215 池田　智博　(2) ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 岡山芳泉高 12.35 31
32 417 大谷　啄人　(2) ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 岡山東商業高 12.44 32
33 363 味野　晃己　(3) ﾐﾉ ｺｳｷ 男子 岡　山 岡山東商業高 11.10 33
34 501 川上　裕太　(1) ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 岡山南高 12.62 34
35 467 岡本　淳也　(3) ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 岡山南高 11.57 35
36 1922 鈴木　善遥　(1) ｽｽﾞｷ ﾖｼﾊﾙ 男子 岡　山 倉敷天城高 36
37 1987 藤原　隆太郎(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 倉敷天城高 37
38 5278 齊藤　栄輝　(2) ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 男子 岡　山 倉敷工業高 10.90 38
39 5282 栗坂　尚吾　(2) ｸﾘｻｶ ｼｮｳｺﾞ 男子 岡　山 倉敷工業高 11.03 39
40 5295 木口　　翔　(1) ｷｸﾞﾁ ｶｹﾙ 男子 岡　山 倉敷工業高 11.19 40
41 5296 石井　　開　(1) ｲｼｲ ｶｲ 男子 岡　山 倉敷工業高 11.43 41
42 5298 茅野　友輝　(1) ｶﾔﾉ ﾕｳｷ 男子 岡　山 倉敷工業高 11.20 42
43 5386 工藤　雄也　(1) ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 水島工業高 11.44 43
44 5360 小野　裕真　(2) ｵﾉ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 水島工業高 11.50 44
45 5390 木下　唯斗　(1) ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾄ 男子 岡　山 水島工業高 11.89 45
46 5398 妹尾　拓人　(1) ｾﾉｵ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 水島工業高 12.04 46
47 5387 竹林　春樹　(1) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 水島工業高 12.24 47
48 5389 藤原　　剛　(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ 男子 岡　山 水島工業高 12.80 48
49 5394 吉澤　佳汰　(1) ﾖｼｻﾞﾜ ｹｲﾀ 男子 岡　山 水島工業高 12.80 49
50 5393 高野　吏功　(1) ﾀｶﾉ ﾘｸ 男子 岡　山 水島工業高 13.67 50
51 5203 林　　建汰　(2) ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ 男子 岡　山 倉敷商業高 11.82 51
52 5162 山﨑　広夢　(1) ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾑ 男子 岡　山 倉敷商業高 12.12 52
53 5163 孫　　陽勲　(1) ｿﾝ ﾔﾝﾌﾝ 男子 岡　山 倉敷商業高 12.30 53
54 5548 小幡　　旭　(2) ｵﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 男子 岡　山 玉島高 12.00 54
55 5542 金田　拓己　(2) ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 玉島高 12.00 55
56 5547 楠藤　龍太郎(2) ｸｽﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 玉島高 11.54 56
57 5549 中山　覚仁　(2) ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 男子 岡　山 玉島高 12.00 57
58 5528 畑中　利公　(1) ﾊﾀﾅｶ ﾘｸ 男子 岡　山 玉島高 12.00 58
59 5551 平松　渉夢　(1) ﾋﾗﾏﾂ ｱﾕﾑ 男子 岡　山 玉島高 12.00 59
60 5736 東山　雄飛　(2) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｶﾄ 男子 岡　山 笠岡高 11.38 60
61 5732 坂本　倫久　(1) ｻｶﾓﾄ ﾐﾁﾋｻ 男子 岡　山 笠岡高 11.66 61
62 5789 井須　友貴　(3) ｲｽ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 笠岡商業高 10.90 62
63 6225 三宅　浩喜　(1) ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 総社高 11.97 63
64 6277 田中　照也　(2) ﾀﾅｶ ﾃﾙﾔ 男子 岡　山 高梁城南高 12.13 64
65 6281 黒川　仁汰　(2) ｸﾛｶﾜ ｼﾞﾝﾀ 男子 岡　山 高梁城南高 11.54 65
66 5108 古川　涼介　(2) ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷古城池高 12.79 66
67 5115 廣井　啓太　(1) ﾋﾛｲ ｹｲﾀ 男子 岡　山 倉敷古城池高 11.77 67
68 5117 西村　幸祐　(1) ﾆｼﾑﾗ ｺｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷古城池高 12.19 68
69 7940 佐々木　駿希(3) ｻｻｷ ｼｭﾝｷ 男子 岡　山 岡山商大附高 12.00 69
70 683 久山　竜太郎(2) ｸﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 関西高 11.47 70
71 686 清水　悠斗　(1) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 関西高 11.75 71
72 688 沼隈　聖輝　(1) ﾇﾏｸﾏ ｾｲｷ 男子 岡　山 関西高 11.57 72
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73 5679 仁平　優宙　(1) ﾆﾍｲ ﾕｳ 男子 岡　山 金光学園高 12.30 73
74 5678 貞清　晋吾　(2) ｻﾀﾞｷﾖ ｼﾝｺﾞ 男子 岡　山 金光学園高 11.82 74
75 5670 塚本　航平　(2) ﾂｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 男子 岡　山 金光学園高 11.21 75
76 5664 谷野　光琉　(2) ﾀﾆﾉ ﾋｶﾙ 男子 岡　山 金光学園高 11.09 76
77 5662 木山　賢人　(2) ｷﾔﾏ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 金光学園高 12.00 77
78 5687 土倉　優介　(2) ﾄｸﾗ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 金光学園高 12.37 78
79 6001 角南　委明　(1) ｽﾅﾐ ﾄﾓｱｷ 男子 岡　山 烏城高 12.75 79
80 2196 池田　主税　(1) ｲｹﾀﾞ ﾁｶﾗ 男子 広　島 如水館高 12.20 80
81 1616 福島　悠太　(2) ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 岡山大 11.21 81
82 1608 岩井　宏樹　(2) ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 岡山大 12.00 82
83 1610 神田　恭輔　(2) ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 男子 島　根 岡山大 11.51 83
84 1614 羽村　健渉　(2) ﾊﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ 男子 岡　山 岡山大 11.51 84
85 3603 森　　滉平　(4) ﾓﾘ ｺｳﾍｲ 男子 香 川 香川大 11.57 85
86 1843 桑田　起雄　(3) ｸﾜﾀﾞ ﾀﾂｵ 男子 広　島 香川大 11.20 86
87 2343 白神　佑人　(1) ｼﾗｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 尾道市立大 11.72 87
88 6378 林　　康平　(1) ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 男子 岡　山 首都大東京 12.00 88
89 1642 今井　大介　(2) ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 岡山理科大 11.44 89
90 1641 安東　大輝　(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 岡山理科大 12.00 90
91 1643 青野　吉明　(2) ｱｵﾉ ﾖｼｱｷ 男子 岡　山 岡山理科大 12.50 91
92 2326 亀谷　好曠　(1) ｶﾒﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 男子 岡　山 岡山理科大 11.75 92
93 1679 吉田　崇智　(3) ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾓﾄ 男子 岡　山 広島経済大 11.02 93
94 1680 神田　直季　(3) ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 広　島 広島経済大 11.30 94
95 1699 原　　広樹　(2) ﾊﾗ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 広島経済大 11.50 95
96 1701 山﨑　　光　(2) ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 男子 広　島 広島経済大 10.95 96
97 1707 倉田　　匠　(2) ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 男子 広　島 広島経済大 11.10 97
98 1192 濵元　大弥　(3) ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛﾔ 男子 広　島 福山平成大 11.27 98
99 1199 大坪　柊也　(1) ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾔ 男子 広　島 福山平成大 11.22 99

100 1202 藤瀬　悠也　(1) ﾌｼﾞｾ ﾕｳﾔ 男子 広　島 福山平成大 11.43 100
101 1193 藤本　達也　(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男子 広　島 福山平成大 11.20 101
102 1200 古森　大貴　(1) ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 男子 広　島 福山平成大 11.42 102
103 1654 中川　亮太　(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷芸術科学大 11.50 103
104 2021 林　　義成　(1) ﾊﾔｼ ﾖｼﾅﾘ 男子 岡　山 倉敷芸術科学大 11.40 104
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1 3434 杉香　紀彦 ｽｷﾞｶ ﾉﾘﾋｺ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 53.90 1
2 3131 山田　泰裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 男子 岡　山 ＯＵＦ 50.86 2
3 3147 住井　和紀 ｽﾐｲ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 ＯＵＦ 51.50 3
4 3148 森　　海都 ﾓﾘ ｶｲﾄ 男子 岡　山 ＯＵＦ 53.50 4
5 3603 稲垣　天斗 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾄ 男子 岡　山 倉敷ＴＦＣ 52.00 5
6 43 上原　慶也　(2) ｳｴﾊﾗ ｹｲﾔ 男子 岡　山 岡山朝日高 53.09 6
7 3 山本　空知　(1) ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗﾁ 男子 岡　山 岡山朝日高 53.73 7
8 6 平野　純生　(1) ﾋﾗﾉ ｱﾂｷ 男子 岡　山 岡山朝日高 54.46 8
9 7 三島　泰樹　(1) ﾐｼﾏ ﾀｲｷ 男子 岡　山 岡山朝日高 56.00 9

10 128 延藤　竜也　(2) ﾉﾌﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 岡山操山高 53.67 10
11 127 野上　世蓮　(2) ﾉｶﾞﾐ ｾﾚﾝ 男子 岡　山 岡山操山高 52.07 11
12 129 佐々木　浩貴(2) ｻｻｷ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 岡山操山高 53.24 12
13 130 安藤　　遼　(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 男子 岡　山 岡山操山高 55.24 13
14 65 池上　悠凪　(1) ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 岡山操山高 59.17 14
15 69 野上　夏暉　(1) ﾉｶﾞﾐ ﾅﾂｷ 男子 岡　山 岡山操山高 58.55 15
16 70 長谷川　禅　(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾞﾝ 男子 岡　山 岡山操山高 57.52 16
17 191 岡崎　真那人(2) ｵｶｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 男子 岡　山 岡山芳泉高 57.04 17
18 196 大倉　隆平　(2) ｵｵｸﾗ ﾘｭｳﾍｲ 男子 岡　山 岡山芳泉高 54.84 18
19 214 中島　　遼　(2) ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 男子 岡　山 岡山芳泉高 53.75 19
20 216 菖蒲　　陸　(2) ｼｮｳﾌﾞ ﾘｸ 男子 岡　山 岡山芳泉高 54.78 20
21 219 熱田　陽向　(1) ｱﾂﾀ ﾋﾅﾀ 男子 岡　山 岡山芳泉高 56.00 21
22 403 宮﨑　　蓮　(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚﾝ 男子 岡　山 岡山東商業高 52.66 22
23 405 御堂　　恵　(2) ﾐﾄﾞｳ ｹｲ 男子 岡　山 岡山東商業高 52.04 23
24 417 大谷　啄人　(2) ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 岡山東商業高 54.65 24
25 402 井上　虎太郎(1) ｲﾉｳｴ ｺﾀﾛｳ 男子 岡　山 岡山東商業高 53.65 25
26 369 平本　大弥　(3) ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲﾔ 男子 岡　山 岡山東商業高 48.74 26
27 480 井村　祐輔　(2) ｲﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 岡山南高 58.46 27
28 481 江戸　優介　(2) ｴﾄﾞ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 岡山南高 52.19 28
29 503 皿井　祥太　(1) ｻﾗｲ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 岡山南高 56.41 29
30 1980 高橋　和史　(2) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｼ 男子 岡　山 倉敷天城高 30
31 1921 前島　功宗　(1) ﾏｴｼﾞﾏ ｲｻﾑﾈ 男子 岡　山 倉敷天城高 31
32 5280 時光　佑輔　(2) ﾄｷﾐﾂ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷工業高 50.31 32
33 5284 宇野　　幹　(2) ｳﾉ ﾓﾄｷ 男子 岡　山 倉敷工業高 33
34 5287 近藤　功一　(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 男子 岡　山 倉敷工業高 54.69 34
35 5293 板橋　拓夢　(1) ｲﾀﾊｼ ﾋﾛﾑ 男子 岡　山 倉敷工業高 51.66 35
36 5300 小田　　豊　(1) ｵﾀﾞ ﾕﾀｶ 男子 岡　山 倉敷工業高 36
37 5360 小野　裕真　(2) ｵﾉ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 水島工業高 56.05 37
38 5392 玄馬　丈彰　(1) ｹﾞﾝﾊﾞ ﾀｹｱｷ 男子 岡　山 水島工業高 55.36 38
39 5161 能海　　篤　(1) ﾉｳﾐ ｱﾂ 男子 岡　山 倉敷商業高 54.41 39
40 5548 小幡　　旭　(2) ｵﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 男子 岡　山 玉島高 56.00 40
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* 男子 ４００ｍ *
******************************
61人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
41 5547 楠藤　龍太郎(2) ｸｽﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 玉島高 56.00 41
42 5549 中山　覚仁　(2) ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 男子 岡　山 玉島高 56.00 42
43 5752 田原　佳樹　(2) ﾀﾊﾗ ﾖｼｷ 男子 岡　山 笠岡高 53.55 43
44 5733 三宅　志門　(1) ﾐﾔｹ ｼﾓﾝ 男子 岡　山 笠岡高 53.67 44
45 5105 浦　淳一朗　(2) ｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 倉敷古城池高 45
46 5108 古川　涼介　(2) ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷古城池高 58.32 46
47 5116 三戸　健聖　(1) ﾐﾄ ｹﾝｾｲ 男子 岡　山 倉敷古城池高 54.65 47
48 7940 佐々木　駿希(3) ｻｻｷ ｼｭﾝｷ 男子 岡　山 岡山商大附高 52.53 48
49 5682 六原　侑哉　(2) ﾛｸﾊﾗ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 金光学園高 58.00 49
50 6001 角南　委明　(1) ｽﾅﾐ ﾄﾓｱｷ 男子 岡　山 烏城高 58.55 50
51 2196 池田　主税　(1) ｲｹﾀﾞ ﾁｶﾗ 男子 広　島 如水館高 1:01.00 51
52 1610 神田　恭輔　(2) ｶﾝﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 男子 島　根 岡山大 49.87 52
53 1614 羽村　健渉　(2) ﾊﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ 男子 岡　山 岡山大 52.00 53
54 1843 桑田　起雄　(3) ｸﾜﾀﾞ ﾀﾂｵ 男子 広　島 香川大 51.00 54
55 2359 藤越　春希　(1) ﾌｼﾞｺｼ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 岡山理科大 50.50 55
56 1679 吉田　崇智　(3) ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾓﾄ 男子 岡　山 広島経済大 48.37 56
57 1680 神田　直季　(3) ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 広　島 広島経済大 49.50 57
58 1688 岡本　拓也　(3) ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 広島経済大 50.79 58
59 1701 山﨑　　光　(2) ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 男子 広　島 広島経済大 50.60 59
60 1654 中川　亮太　(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷芸術科学大 50.11 60
61 2021 林　　義成　(1) ﾊﾔｼ ﾖｼﾅﾘ 男子 岡　山 倉敷芸術科学大 52.00 61

**********************************
* 男子 １５００ｍ *
**********************************
45人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 3202 中山　　凌 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 男子 岡　山 三井造船玉野 4:20.00 1
2 3220 藤原　忠彦 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞﾋｺ 男子 岡　山 三井造船玉野 4:40.00 2
3 3574 西川　尚男 ﾆｼｶﾜ ﾋｻｵ 男子 岡　山 岡山県庁 5:47.66 3
4 3131 山田　泰裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 男子 岡　山 ＯＵＦ 4:10.00 4
5 3374 小橋　　隆 ｺﾊﾞｼ ﾀｶｼ 男子 岡　山 岡山陸上ｸﾗﾌﾞ 5:50.00 5
6 49 島原　　基　(2) ｼﾏﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 男子 岡　山 岡山朝日高 4:32.00 6
7 68 古谷野　智洋(1) ｺﾔﾉ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 岡山操山高 4:18.59 7
8 61 上岡　　巧　(2) ｳｴｵｶ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 岡山操山高 4:18.67 8
9 67 國政　賢人　(1) ｸﾆﾏｻ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 岡山操山高 4:41.04 9

10 126 山本　和輝　(1) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 岡山操山高 5:17.85 10
11 194 氏平　達己　(2) ｳｼﾞﾋﾗ ﾀﾂｷ 男子 岡　山 岡山芳泉高 4:31.35 11
12 200 竹内　　颯　(2) ﾀｹｳﾁ ｿｳ 男子 岡　山 岡山芳泉高 4:31.36 12
13 218 堀内　樹己　(1) ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭｷ 男子 岡　山 岡山芳泉高 4:54.92 13
14 219 熱田　陽向　(1) ｱﾂﾀ ﾋﾅﾀ 男子 岡　山 岡山芳泉高 4:36.44 14
15 416 万波　尚樹　(2) ﾏﾝﾅﾐ ﾅｵｷ 男子 岡　山 岡山東商業高 4:22.10 15
16 434 初岡　流衣　(1) ﾊﾂｵｶ ﾙｲ 男子 岡　山 岡山東商業高 4:40.00 16
17 476 柴田　晃平　(2) ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ 男子 岡　山 岡山南高 4:25.21 17
18 477 長岡　侑飛　(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳﾋ 男子 岡　山 岡山南高 4:16.74 18
19 482 中釜　一積　(2) ﾅｶｶﾞﾏ ｶｽﾞｱﾂ 男子 岡　山 岡山南高 4:25.78 19
20 500 宇和佐　晴生(1) ｳﾜｻ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 岡山南高 4:44.53 20
21 505 安藤　優宏　(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 男子 岡　山 岡山南高 4:48.53 21
22 506 岡嶋　泰誠　(1) ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 岡山南高 4:50.62 22
23 1985 藤井　智寛　(2) ﾌｼﾞｲ ﾁﾋﾛ 男子 岡　山 倉敷天城高 23
24 5289 上野　純弥　(2) ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 倉敷工業高 4:25.78 24
25 5738 木村　洋喜　(2) ｷﾑﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 男子 岡　山 笠岡高 4:07.97 25
26 685 樋口　正汰　(1) ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 関西高 4:31.27 26
27 687 高平　将登　(1) ﾀｶﾋﾗ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 関西高 4:22.45 27
28 5661 奥井　辰太郎(2) ｵｸｲ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 金光学園高 4:22.55 28
29 5681 田所　聖梧　(2) ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｮｳｺﾞ 男子 岡　山 金光学園高 4:23.95 29
30 1712 後　　颯人　(1) ｳｼﾛ ﾊﾔﾄ 男子 広　島 如水館高 4:15.22 30
31 1713 佐藤　　昴　(1) ｻﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 男子 広　島 如水館高 4:26.31 31
32 225 森　　大志　(2) ﾓﾘ ﾀｲｼ 男子 高　知 高知農業高 4:10.00 32
33 231 川上　依武輝(2) ｶﾜｶﾐ ｲﾌﾞｷ 男子 高　知 高知農業高 4:15.00 33
34 230 三浦　裕真　(2) ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ 男子 高　知 高知農業高 4:15.00 34
35 226 徳弘　直也　(2) ﾄｸﾋﾛ ﾅｵﾔ 男子 高　知 高知農業高 4:15.00 35
36 235 門田　雄誠　(1) ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｾｲ 男子 高　知 高知農業高 4:15.00 36
37 239 溝渕　隼汰　(2) ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 男子 高　知 高知農業高 5:10.00 37
38 239 山脇　佑斗　(2) ﾔﾏﾜｷ ﾕｳﾄ 男子 高　知 高知農業高 4:50.00 38
39 1781 宇髙　昌弘　(M1) ｳﾀﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 男子 岡　山 岡山大 4:20.00 39
40 2331 楠本　泰士　(1) ｸｽﾓﾄ ﾔｽｼ 男子 岡　山 岡山大 4:33.81 40
41 3608 小林　慎太郎(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 香 川 香川大 4:19.00 41
42 2409 岡田　知憲　(2) ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 男子 岡　山 岡山理科大 4:45.00 42
43 1631 小幡　辰哉　(4) ｵﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 岡山理科大 4:50.00 43
44 1653 佐藤　　元　(2) ｻﾄｳ ｹﾞﾝ 男子 岡　山 倉敷芸術科学大 4:30.00 44
45 1655 横谷　黛我　(2) ﾖｺﾀﾆ ﾀｲｶﾞ 男子 岡　山 倉敷芸術科学大 4:25.00 45
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* 男子 ３０００ｍ *
**********************************
39人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 9492 廣田　雄樹 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 男子 岡　山 岡山陸協 9:29.00 1
2 3398 藤原　優也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 9:36.24 2
3 3401 北村　　康 ｷﾀﾑﾗ ｺｳ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 9:20.00 3
4 3432 谷口　純平 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 9:10.00 4
5 3442 大橋　　裕 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｼ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 10:50.00 5
6 3437 土倉　義史 ﾄｸﾗ ﾖｼﾌﾐ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 9:30.00 6
7 3443 木村　宣久 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 8:57.00 7
8 3463 大森　雄貴 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 9:30.00 8
9 3055 田中　拳史郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ 男子 岡　山 倉敷化工 10:00.00 9

10 3583 多田　陽祐 ﾀﾀﾞ ﾖｳｽｹ 男子 岡　山 岡山県庁 10:00.00 10
11 3498 白神　光国 ｼﾗｶﾞ ﾐﾂｸﾆ 男子 岡　山 玉島の森ｸﾗﾌﾞ 9:59.56 11
12 3978 池上　　廉 ｲｹｶﾞﾐ ﾚﾝ 男子 岡　山 ＥＮＥＯＳ 10:00.00 12
13 42 岩﨑　亮太　(2) ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 岡山朝日高 8:52.52 13
14 416 万波　尚樹　(2) ﾏﾝﾅﾐ ﾅｵｷ 男子 岡　山 岡山東商業高 9:30.00 14
15 1926 清水　泰顕　(1) ｼﾐｽﾞ ﾔｽｱｷ 男子 岡　山 倉敷天城高 15
16 5201 萩原　悠也　(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 倉敷商業高 9:47.59 16
17 681 佐竹　玲来　(2) ｻﾀｹ ﾘｸ 男子 岡　山 関西高 9:40.30 17
18 689 堤　　玲仁　(1) ﾂﾂﾐ ﾚｲﾄ 男子 岡　山 関西高 9:39.11 18
19 5474 宇都　駿介　(2) ｳﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 岡　山 倉敷高 8:50.00 19
20 5475 宍戸　来嘉　(2) ｼｼﾄﾞ ﾗｲｶ 男子 岡　山 倉敷高 8:50.00 20
21 5476 山田　拓人　(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 倉敷高 8:50.00 21
22 5477 円　　健介　(2) ﾂﾌﾞﾗ ｹﾝｽｹ 男子 岡　山 倉敷高 8:50.00 22
23 5480 井田　　春　(2) ｲﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷高 8:50.00 23
24 5505 武　　純也　(1) ﾀｹ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 倉敷高 8:50.00 24
25 5507 石井　稔基　(1) ｲｼｲ ﾄｼｷ 男子 岡　山 倉敷高 9:20.00 25
26 5509 奥野　奏輝　(1) ｵｸﾉ ｿｳｷ 男子 岡　山 倉敷高 8:50.00 26
27 6005 猪垣　大佑　(1) ｲｶﾞｷ ﾀｲｽｹ 男子 岡　山 烏城高 10:30.85 27
28 28 田邊　紫聖　(1) ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｾｲ 男子 岡　山 石井中 11:02.00 28
29 1712 後　　颯人　(1) ｳｼﾛ ﾊﾔﾄ 男子 広　島 如水館高 9:18.64 29
30 1713 佐藤　　昴　(1) ｻﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 男子 広　島 如水館高 9:25.18 30
31 225 森　　大志　(2) ﾓﾘ ﾀｲｼ 男子 高　知 高知農業高 9:10.00 31
32 231 川上　依武輝(2) ｶﾜｶﾐ ｲﾌﾞｷ 男子 高　知 高知農業高 9:10.00 32
33 230 三浦　裕真　(2) ﾐｳﾗ ﾕｳﾏ 男子 高　知 高知農業高 9:15.00 33
34 226 徳弘　直也　(2) ﾄｸﾋﾛ ﾅｵﾔ 男子 高　知 高知農業高 9:19.00 34
35 235 門田　雄誠　(1) ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｾｲ 男子 高　知 高知農業高 9:20.00 35
36 239 溝渕　隼汰　(2) ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｼｭﾝﾀ 男子 高　知 高知農業高 10:30.00 36
37 239 山脇　佑斗　(2) ﾔﾏﾜｷ ﾕｳﾄ 男子 高　知 高知農業高 10:00.00 37
38 1602 福井　将貴　(3) ﾌｸｲ ﾏｻｷ 男子 埼　玉 岡山大 9:10.00 38
39 1644 井口　雅樹　(2) ｲｸﾞﾁ ﾏｻｷ 男子 兵　庫 岡山理科大 10:00.00 39

**************************************************
* 男子 １１０ｍＨ(1.067m) *
**************************************************
5人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 3445 田村　元弘 ﾀﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 14.54 1
2 198 小林　和矢　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 男子 岡　山 岡山芳泉高 2
3 6210 木村　航大　(2) ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 総社高 17.16 3
4 5679 仁平　優宙　(1) ﾆﾍｲ ﾕｳ 男子 岡　山 金光学園高 4
5 5671 山下　朋紀　(2) ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 金光学園高 14.41 5

**************************
* 男子 走高跳 *
**************************
10人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 192 西村　康佑　(2) ﾆｼﾑﾗ ｺｳｽｹ 男子 岡　山 岡山芳泉高 1m60 1
2 574 山﨑　琢心　(2) ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 東岡山工業高 1m90 2
3 502 星野　　陸　(1) ﾎｼﾉ ﾘｸ 男子 岡　山 岡山南高 1m55 3
4 5387 竹林　春樹　(1) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 水島工業高 1m65 4
5 6282 藤森　亜輝　(2) ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷ 男子 岡　山 高梁城南高 1m80 5
6 5671 山下　朋紀　(2) ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 金光学園高 1m80 6
7 2046 児玉　優太　(1) ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ 男子 広　島 岡山大 1m65 7
8 1603 女鹿田　匠　(3) ﾒｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 岡山大 2m12 8
9 1635 矢野　　翔　(3) ﾔﾉ ｼｮｳ 男子 兵　庫 岡山理科大 1m95 9

10 2326 亀谷　好曠　(1) ｶﾒﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 男子 岡　山 岡山理科大 1m70 10

**************************
* 男子 走幅跳 *
**************************
23人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 9340 下河　英右 ｼﾓｶﾜ ｴｲｽｹ 男子 岡　山 岡山陸協 6m30 1
2 3249 末石　有人 ｽｴｲｼ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 旭化成水島 6m50 2
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**************************
* 男子 走幅跳 *
**************************
23人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

3 3975 兵江　巧己 ﾋｮｳｴ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 ＥＮＥＯＳ 6m20 3
4 3977 中澤　智成 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 男子 岡　山 ＥＮＥＯＳ 6m83 4
5 3522 藤原　駿也 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝﾔ 男子 岡　山 クラコウＴＦＣ 7m60 5
6 63 齋藤　　啓　(1) ｻｲﾄｳ ｹｲ 男子 岡　山 岡山操山高 6m38 6
7 64 佐々木　統也(1) ｻｻｷ ﾄｳﾔ 男子 岡　山 岡山操山高 5m96 7
8 193 山部　靖治　(2) ﾔﾏﾍﾞ ﾔｽﾊﾙ 男子 岡　山 岡山芳泉高 5m95 8
9 195 大賀　亮汰　(2) ｵｵｶﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 岡山芳泉高 5m36 9

10 199 久保　悠太　(2) ｸﾎﾞ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 岡山芳泉高 5m43 10
11 212 藤瀬　　健　(2) ﾌｼﾞｾ ﾀｹﾙ 男子 岡　山 岡山芳泉高 5m82 11
12 5283 中田　龍馬　(2) ﾅｶﾀﾞ ﾀﾂﾏ 男子 岡　山 倉敷工業高 6m41 12
13 5286 田中　理暉　(2) ﾀﾅｶ ﾘｷ 男子 岡　山 倉敷工業高 6m41 13
14 5204 安田　直希　(2) ﾔｽﾀﾞﾅｵｷ 男子 岡　山 倉敷商業高 5m76 14
15 5118 桑本　　駿　(1) ｸﾜﾓﾄ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷古城池高 5m54 15
16 5682 六原　侑哉　(2) ﾛｸﾊﾗ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 金光学園高 6m77 16
17 5664 谷野　光琉　(2) ﾀﾆﾉ ﾋｶﾙ 男子 岡　山 金光学園高 6m92 17
18 2196 池田　主税　(1) ｲｹﾀﾞ ﾁｶﾗ 男子 広　島 如水館高 4m50 18
19 1590 福田　航希　(4) ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 男子 岡　山 岡山大 6m31 19
20 1608 岩井　宏樹　(2) ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 岡山大 6m82 20
21 1579 小畑　友也　(4) ｵﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 岡山大 6m20 21
22 1707 倉田　　匠　(2) ｸﾗﾀ ﾀｸﾐ 男子 広　島 広島経済大 7m44 22
23 1198 野口　尚樹　(2) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ 男子 島　根 福山平成大 6m30 23

********************************************
* 男子 砲丸投(7.260kg) *
********************************************
6人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 3459 犬飼　邦明 ｲﾇｶｲ ｸﾆｱｷ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 11m11 1
2 205 藤原　佑斗　(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 岡山芳泉高 2
3 1591 宮川　慶太　(M1) ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲﾀ 男子 岡　山 岡山大 13m79 3
4 1682 甲斐　公耀　(3) ｶｲ ｷﾐｱｷ 男子 広　島 広島経済大 12m67 4
5 1191 長野　拓海　(3) ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾐ 男子 広　島 福山平成大 10m82 5
6 1189 小豆澤　徹　(3) ｱｽﾞｷｻﾜ ﾄｵﾙ 男子 島　根 福山平成大 10m73 6

********************************************
* 男子 砲丸投(6.000kg) *
********************************************
7人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 215 池田　智博　(2) ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 岡山芳泉高 1
2 1928 伊東　直哉　(1) ｲﾄｳ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 倉敷天城高 2
3 1986 田中　　樹　(2) ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 男子 岡　山 倉敷天城高 3
4 5281 山本　湧良　(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾗ 男子 岡　山 倉敷工業高 10m82 4
5 5292 原　　孝輔　(1) ﾊﾗ ｺｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷工業高 10m83 5
6 5202 長見　　聖　(2) ﾅｶﾞﾐ ｾｲ 男子 岡　山 倉敷商業高 6
7 5107 多田　慶次郎(2) ﾀﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 男子 岡　山 倉敷古城池高 9m85 7

********************************************
* 男子 円盤投(2.000kg) *
********************************************
4人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 1682 甲斐　公耀　(3) ｶｲ ｷﾐｱｷ 男子 広　島 広島経済大 38m17 1
2 1704 廣田　皓大　(2) ﾋﾛﾀ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 広島経済大 34m00 2
3 1191 長野　拓海　(3) ﾅｶﾞﾉ ﾀｸﾐ 男子 広　島 福山平成大 28m11 3
4 1189 小豆澤　徹　(3) ｱｽﾞｷｻﾜ ﾄｵﾙ 男子 島　根 福山平成大 27m55 4

********************************************
* 男子 円盤投(1.750kg) *
********************************************
11人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 479 深元　陽介　(2) ﾌｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 男子 岡　山 岡山南高 25m82 1
2 483 渡部　翔太　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 岡山南高 26m70 2
3 1986 田中　　樹　(2) ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 男子 岡　山 倉敷天城高 3
4 5281 山本　湧良　(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾗ 男子 岡　山 倉敷工業高 29m31 4
5 5292 原　　孝輔　(1) ﾊﾗ ｺｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷工業高 29m73 5
6 5202 長見　　聖　(2) ﾅｶﾞﾐ ｾｲ 男子 岡　山 倉敷商業高 30m12 6
7 5165 竹花　悠人　(1) ﾀｹﾊﾅ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 倉敷商業高 27m35 7
8 5542 金田　拓己　(2) ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 玉島高 29m43 8
9 5731 栗田　陸弥　(1) ｸﾘﾀ ﾘｸﾔ 男子 岡　山 笠岡高 24m56 9

10 5680 土屋　健太郎(1) ﾂﾁﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 金光学園高 10
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********************************************
* 男子 円盤投(1.750kg) *
********************************************
11人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
11 5687 土倉　優介　(2) ﾄｸﾗ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 金光学園高 24m49 11

******************************
* 女子 １００ｍ *
******************************
35人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 41 山岡　真紗希(2) ﾔﾏｵｶ ﾏｻｷ 女子 岡　山 岡山朝日高 12.79 1
2 9 小倉　妃南子(1) ｵｸﾞﾗ ﾋﾅｺ 女子 岡　山 岡山朝日高 16.18 2
3 115 渡邊　萌子　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴｺ 女子 岡　山 岡山操山高 14.96 3
4 118 澄川　芽久　(2) ｽﾐｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 女子 岡　山 岡山操山高 13.00 4
5 119 堀　　祐実　(2) ﾎﾘ ﾕﾐ 女子 岡　山 岡山操山高 13.83 5
6 120 国貞　　樂　(2) ｸﾆｻﾀﾞ ﾗｸ 女子 岡　山 岡山操山高 14.28 6
7 101 藤田　英里　(1) ﾌｼﾞﾀ ｴﾘ 女子 岡　山 岡山操山高 12.39 7
8 222 吉岡　もと　(1) ﾖｼｵｶ ﾓﾄ 女子 岡　山 岡山芳泉高 14.57 8
9 377 川崎　夏穂　(2) ｶﾜｻｷ ｶﾎ 女子 岡　山 岡山東商業高 13.39 9

10 382 大川　菜緒　(2) ｵｵｶﾜ ﾅｵ 女子 岡　山 岡山東商業高 12.83 10
11 399 西角　美咲　(2) ﾆｼｶﾄﾞ ﾐｻｷ 女子 岡　山 岡山東商業高 13.35 11
12 398 實盛　鈴菜　(2) ｼﾞﾂﾓﾘ ｽｽﾞﾅ 女子 岡　山 岡山東商業高 13.41 12
13 438 今西　春香　(1) ｲﾏﾆｼ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 岡山東商業高 13.19 13
14 391 井田　侑希　(1) ｲﾀﾞ ﾕｳｷ 女子 岡　山 岡山東商業高 19.19 14
15 494 黒木　恵理　(1) ｸﾛｷ ｴﾘ 女子 岡　山 岡山南高 15.00 15
16 496 赤木　真悠　(1) ｱｶｷﾞ ﾏﾕ 女子 岡　山 岡山南高 14.62 16
17 5167 采女　奈々華(1) ｳﾈﾒ ﾅﾅｶ 女子 岡　山 倉敷商業高 15.95 17
18 5169 岡部　成美　(1) ｵｶﾍﾞ ﾅﾙﾐ 女子 岡　山 倉敷商業高 14.69 18
19 5521 岡本　悠那　(2) ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 玉島高 13.73 19
20 5525 河野　奈央　(2) ｶﾜﾉ ﾅｵ 女子 岡　山 玉島高 13.51 20
21 5524 吉澤　菜海　(2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾐ 女子 岡　山 玉島高 13.65 21
22 5530 道下　紗也加(1) ﾐﾁｼﾀ ｻﾔｶ 女子 岡　山 玉島高 14.00 22
23 6222 橋本　麻由　(1) ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ 女子 岡　山 総社高 13.71 23
24 6276 東　　真衣　(3) ﾋｶﾞｼ ﾏｲ 女子 岡　山 高梁城南高 13.48 24
25 5122 佐藤　穂乃華(1) ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 倉敷古城池高 25
26 5676 荒木　茉理亜(1) ｱﾗｷ ﾏﾘｱ 女子 岡　山 金光学園高 14.57 26
27 7391 岡崎　華乃　(1) ｵｶｻﾞｷ ﾊﾅﾉ 女子 広　島 盈進高 14.69 27
28 7392 金島　成美　(1) ｶﾈｼﾏ ﾅﾙﾐ 女子 広　島 盈進高 13.89 28
29 7393 正田　唯花　(1) ｼｮｳﾀﾞ ﾕｲｶ 女子 広　島 盈進高 14.19 29
30 1202 宇那木　咲良(2) ｳﾅｷﾞ ｻｸﾗ 女子 岡　山 岡山大 13.86 30
31 1205 戸部　友理　(2) ﾄﾍﾞ ﾕﾘ 女子 岡　山 岡山大 12.84 31
32 1207 山本　真奈美(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 岡山大 32
33 1200 徳原　真奈美(3) ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 岡山大 13.06 33
34 1352 岡崎　穂乃果(1) ｵｶｻﾞｷ ﾎﾉｶ 女子 鳥　取 岡山大 12.78 34
35 1208 古川　愛美　(3) ﾌﾙｶﾜ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 岡山理科大 13.49 35

******************************
* 女子 ４００ｍ *
******************************
22人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 41 山岡　真紗希(2) ﾔﾏｵｶ ﾏｻｷ 女子 岡　山 岡山朝日高 58.96 1
2 1 工藤　音花　(1) ｸﾄﾞｳ ｵﾄｶ 女子 岡　山 岡山朝日高 1:04.00 2
3 101 藤田　英里　(1) ﾌｼﾞﾀ ｴﾘ 女子 岡　山 岡山操山高 58.39 3
4 230 綾野　千優　(1) ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 女子 岡　山 岡山芳泉高 59.12 4
5 377 川崎　夏穂　(2) ｶﾜｻｷ ｶﾎ 女子 岡　山 岡山東商業高 58.66 5
6 399 西角　美咲　(2) ﾆｼｶﾄﾞ ﾐｻｷ 女子 岡　山 岡山東商業高 59.20 6
7 437 頓宮　七海　(1) ﾄﾝｸﾞｳ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 岡山東商業高 1:02.61 7
8 362 三原　香穂　(2) ﾐﾊﾗ ｶﾎ 女子 岡　山 岡山東商業高 1:03.00 8
9 385 浅野　花帆　(2) ｱｻﾉ ｶﾎ 女子 岡　山 岡山東商業高 1:03.00 9

10 495 児子　綾香　(1) ﾆｺﾞ ｱﾔｶ 女子 岡　山 岡山南高 1:08.00 10
11 5521 岡本　悠那　(2) ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 玉島高 1:05.00 11
12 5525 河野　奈央　(2) ｶﾜﾉ ﾅｵ 女子 岡　山 玉島高 1:05.00 12
13 5524 吉澤　菜海　(2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾐ 女子 岡　山 玉島高 1:05.00 13
14 5530 道下　紗也加(1) ﾐﾁｼﾀ ｻﾔｶ 女子 岡　山 玉島高 1:05.00 14
15 5743 小川　望々子(2) ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｺ 女子 岡　山 笠岡高 1:04.80 15
16 6222 橋本　麻由　(1) ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ 女子 岡　山 総社高 1:01.88 16
17 5684 吉實　沙希　(1) ﾖｼｻﾞﾈ ｻｷ 女子 岡　山 金光学園高 17
18 7391 岡崎　華乃　(1) ｵｶｻﾞｷ ﾊﾅﾉ 女子 広　島 盈進高 1:10.23 18
19 7392 金島　成美　(1) ｶﾈｼﾏ ﾅﾙﾐ 女子 広　島 盈進高 1:10.89 19
20 7393 正田　唯花　(1) ｼｮｳﾀﾞ ﾕｲｶ 女子 広　島 盈進高 1:10.45 20
21 1200 徳原　真奈美(3) ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 岡山大 59.90 21
22 1208 古川　愛美　(3) ﾌﾙｶﾜ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 岡山理科大 22
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**********************************
* 女子 １５００ｍ *
**********************************
25人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 9348 野上　真理子 ﾉｶﾞﾐ ﾏﾘｺ 女子 岡　山 岡山陸協 5:00.00 1
2 3120 熊原　弓叶里 ｸﾏﾊﾗ ﾕｶﾘ 女子 岡　山 岡山教員ｸﾗﾌﾞ 5:25.16 2
3 44 本田　莉菜　(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾅ 女子 岡　山 岡山朝日高 5:17.00 3
4 116 山田　知可子(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶｺ 女子 岡　山 岡山操山高 4:49.66 4
5 117 金光　由樹　(2) ｶﾈﾐﾂ ﾕｷ 女子 岡　山 岡山操山高 4:19.60 5
6 103 本郷　沙穂　(1) ﾎﾝｺﾞｳ ｻﾎ 女子 岡　山 岡山操山高 4:41.11 6
7 230 綾野　千優　(1) ｱﾔﾉ ﾁﾋﾛ 女子 岡　山 岡山芳泉高 4:40.00 7
8 362 三原　香穂　(2) ﾐﾊﾗ ｶﾎ 女子 岡　山 岡山東商業高 5:03.65 8
9 385 浅野　花帆　(2) ｱｻﾉ ｶﾎ 女子 岡　山 岡山東商業高 4:58.22 9

10 418 太田　夏希　(1) ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 岡山東商業高 4:53.33 10
11 419 大隅　愛衣　(1) ｵｵｽﾐ ｱｲ 女子 岡　山 岡山東商業高 4:56.22 11
12 440 坂東　里穂　(1) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ 女子 岡　山 岡山東商業高 5:20.00 12
13 436 今田　結月　(1) ｲﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 岡　山 岡山東商業高 5:08.83 13
14 485 前川　夏美　(2) ﾏｴｶﾜ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 岡山南高 5:50.49 14
15 492 梅里　　夢　(1) ｳﾒｻﾄ ﾕﾒ 女子 岡　山 岡山南高 5:08.24 15
16 507 松浦　英里　(1) ﾏﾂｳﾗ ｴﾘ 女子 岡　山 岡山南高 6:19.88 16
17 508 吉井　詩織　(1) ﾖｼｲ ｼｵﾘ 女子 岡　山 岡山南高 5:50.49 17
18 5170 平塚　さちか(1) ﾋﾗﾂｶ ｻﾁｶ 女子 岡　山 倉敷商業高 5:21.40 18
19 5171 大垣　陽菜　(1) ｵｵｶﾞｷ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 倉敷商業高 5:26.00 19
20 5758 妹尾　佳那　(2) ｾﾉｵ ｶﾅ 女子 岡　山 笠岡高 5:20.00 20
21 5767 髙橋　佳香　(2) ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶ 女子 岡　山 笠岡高 5:15.30 21
22 6279 廣金　沙弥夏(3) ﾋﾛｶﾈ ｻﾔｶ 女子 岡　山 高梁城南高 5:27.86 22
23 5119 松尾　由唯　(1) ﾏﾂｵ ﾕｲ 女子 岡　山 倉敷古城池高 6:28.68 23
24 5120 小郷　成美　(1) ｵｺﾞｳ ﾅﾙﾐ 女子 岡　山 倉敷古城池高 24
25 4141 近江　香穂　(2) ｵｳﾐ ｶﾎ 女子 高　知 香長中 4:32.00 25

**********************************
* 女子 ３０００ｍ *
**********************************
15人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 116 山田　知可子(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶｺ 女子 岡　山 岡山操山高 10:31.18 1
2 103 本郷　沙穂　(1) ﾎﾝｺﾞｳ ｻﾎ 女子 岡　山 岡山操山高 9:52.84 2
3 419 大隅　愛衣　(1) ｵｵｽﾐ ｱｲ 女子 岡　山 岡山東商業高 10:30.66 3
4 5512 山本　晏佳吏(1) ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 女子 岡　山 倉敷高 9:26.53 4
5 5513 江尻　佳乃　(1) ｴｼﾞﾘ ﾖｼﾉ 女子 岡　山 倉敷高 10:07.65 5
6 5514 山下　夏実　(1) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 倉敷高 10:10.73 6
7 5515 藤田　彩希　(1) ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 女子 岡　山 倉敷高 10:11.83 7
8 2520 正司　瑠奈　(2) ｼｮｳｼﾞﾙﾅ 女子 岡　山 吉備中 10:08.00 8
9 2522 砂田　珠来　(2) ｽﾅﾀﾞﾐｸ 女子 岡　山 吉備中 10:55.00 9

10 2521 迫田　　明　(2) ﾖｺﾀﾒｲ 女子 岡　山 吉備中 10:38.00 10
11 1317 有富　　郁　(1) ｱﾘﾄﾐｲｸ 女子 岡　山 吉備中 10:05.00 11
12 1313 難波　　凛　(1) ﾅﾝﾊﾞﾘﾝ 女子 岡　山 吉備中 11:10.00 12
13 1201 古川　早百合(3) ﾌﾙｶﾜ ｻﾕﾘ 女子 兵　庫 岡山大 11:11.20 13
14 4141 近江　香穂　(2) ｵｳﾐ ｶﾎ 女子 高　知 香長中 9:40.00 14
15 4194 西村　春陽　(1) ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾋ 女子 高　知 香長中 10:32.00 15

**************************************************
* 女子 １００ｍＨ(0.838m) *
**************************************************
4人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 1 工藤　音花　(1) ｸﾄﾞｳ ｵﾄｶ 女子 岡　山 岡山朝日高 15.29 1
2 118 澄川　芽久　(2) ｽﾐｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 女子 岡　山 岡山操山高 14.28 2
3 221 三宅　優奈　(1) ﾐﾔｹ ﾕﾅ 女子 岡　山 岡山芳泉高 3
4 498 樽井　美瑞希(1) ﾀﾙｲ ﾐｽﾞｷ 女子 岡　山 岡山南高 19.16 4

**************************
* 女子 走高跳 *
**************************
5人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 221 三宅　優奈　(1) ﾐﾔｹ ﾕﾅ 女子 岡　山 岡山芳泉高 1m40 1
2 491 椿　　朱音　(1) ﾂﾊﾞｷ ｱｶﾈ 女子 岡　山 岡山南高 1m48 2
3 5114 佐々木　萌　(2) ｻｻｷ ﾓｴ 女子 岡　山 倉敷古城池高 1m35 3
4 1477 和田　明日香(2) ﾜﾀﾞ ｱｽｶ 女子 岡　山 岡山大附中 1m48 4
5 1318 山口　更紗　(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾗｻ 女子 兵　庫 岡山大 1m68 5
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**************************
* 女子 走幅跳 *
**************************
6人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 9 小倉　妃南子(1) ｵｸﾞﾗ ﾋﾅｺ 女子 岡　山 岡山朝日高 1
2 115 渡邊　萌子　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴｺ 女子 岡　山 岡山操山高 4m45 2
3 238 田村　友里　(2) ﾀﾑﾗ ﾕﾘ 女子 岡　山 岡山芳泉高 4m76 3
4 393 落合　杏名　(2) ｵﾁｱｲ ｱﾝﾅ 女子 岡　山 岡山東商業高 5m24 4
5 411 浅野　佑衣　(2) ｱｻﾉ ﾕｲ 女子 岡　山 岡山東商業高 4m59 5
6 5113 折口　奈津帆(2) ｵﾘｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ 女子 岡　山 倉敷古城池高 4m81 6

********************************************
* 女子 砲丸投(4.000kg) *
********************************************
4人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 239 山下　千穂　(2) ﾔﾏｼﾀ ﾁﾎ 女子 岡　山 岡山芳泉高 1
2 5109 伊藤　和音　(2) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾈ 女子 岡　山 倉敷古城池高 8m16 2
3 5674 眞田　明日香(2) ｻﾅﾀﾞ ｱｽｶ 女子 岡　山 金光学園高 11m75 3
4 1825 山下　芽愛　(3) ﾔﾏｼﾀ ﾒｱ 女子 岡　山 桜が丘中 10m30 4

********************************************
* 女子 円盤投(1.000kg) *
********************************************
6人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 239 山下　千穂　(2) ﾔﾏｼﾀ ﾁﾎ 女子 岡　山 岡山芳泉高 1
2 5768 荻野　さくら(2) ｵｷﾞﾉ ｻｸﾗ 女子 岡　山 笠岡高 31m15 2
3 5111 竹下　晶葉　(2) ﾀｹｼﾀ ｱｷﾊ 女子 岡　山 倉敷古城池高 3
4 5684 吉實　沙希　(1) ﾖｼｻﾞﾈ ｻｷ 女子 岡　山 金光学園高 12m70 4
5 1066 井上　美雅　(2) ｲﾉｳｴ ﾐｶ 女子 広　島 福山平成大 29m02 5
6 1070 渡邊　　彩　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 女子 広　島 福山平成大 39m37 6

**************************************
* 男子中学 １００ｍ *
**************************************
143人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 1992 海野　壮太　(2) ｳﾐﾉ ｿｳﾀ 男子 岡　山 京山中 12.53 1
2 1993 岸　虎太朗　(2) ｷｼ ｺﾀﾛｳ 男子 岡　山 京山中 12.49 2
3 33 上原　陽也　(1) ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾔ 男子 岡　山 石井中 13.97 3
4 1477 橋本　　陸　(2) ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ 男子 岡　山 芳泉中 12.75 4
5 1496 三好　佑偉　(2) ﾐﾖｼ ﾕｳｲ 男子 岡　山 芳泉中 12.32 5
6 1478 高尾　唯斗　(1) ﾀｶｵ ﾕｲﾄ 男子 岡　山 芳泉中 15.29 6
7 1480 西本　拓未　(1) ﾆｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 芳泉中 14.63 7
8 1495 横田　昂弥　(1) ﾖｺﾀ ｺｳﾔ 男子 岡　山 芳泉中 14.96 8
9 1482 松田　幸大　(1) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 芳泉中 12.80 9

10 96 西﨑　叶夢　(1) ﾆｼｻﾞｷ ｶﾅﾄ 男子 岡　山 市操山中 13.50 10
11 97 祗園　太洋　(1) ｷﾞｵﾝ ﾀｲﾖｳ 男子 岡　山 市操山中 13.50 11
12 112 島村　仁晟　(3) ｼﾏﾑﾗ ｼﾞﾝｾｲ 男子 岡　山 市操山中 11.50 12
13 129 秋山　聡吾　(2) ｱｷﾔﾏ ｿｳｺﾞ 男子 岡　山 操南中 12.14 13
14 132 今尾　脩友　(2) ｲﾏｵ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 操南中 13.40 14
15 142 松竹　真志　(2) ﾏﾂﾀｹ ｼﾝｼﾞ 男子 岡　山 操南中 12.94 15
16 137 小林　主税　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶﾗ 男子 岡　山 操南中 12.94 16
17 119 萩原　稜斗　(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 操南中 12.42 17
18 140 加藤　大翔　(2) ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 操南中 12.60 18
19 122 成富　礁太　(1) ﾅﾘﾄﾐ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 操南中 13.80 19
20 135 高淵　慶也　(1) ﾀｶﾌﾞﾁ ｹｲﾔ 男子 岡　山 操南中 13.82 20
21 138 片山　　朔　(1) ｶﾀﾔﾏ ｻｸ 男子 岡　山 操南中 13.33 21
22 136 森本　悠介　(1) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 操南中 12.93 22
23 2578 岩田　琉生　(2) ｲﾜﾀ ﾙｲ 男子 岡　山 御南中 13.46 23
24 1638 小川　倖暉　(2) ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 男子 岡　山 御南中 13.08 24
25 2575 荒木　滉平　(2) ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ 男子 岡　山 御南中 13.35 25
26 1640 德原　稜介　(1) ﾄｸﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 御南中 13.65 26
27 2685 伊藤　孝太　(2) ｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 岡　山 竜操中 11.91 27
28 2686 三島　　諒　(2) ﾐｼﾏ ﾘｮｳ 男子 岡　山 竜操中 12.05 28
29 2682 庄司　崇晴　(2) ｼｮｳｼﾞ ﾀｶﾊﾙ 男子 岡　山 竜操中 12.90 29
30 2689 本郷　鉄斎　(2) ﾎﾝｺﾞｳ ﾃｯｻｲ 男子 岡　山 竜操中 13.00 30
31 1462 難波　泰行　(1) ﾅﾝﾊﾞ ﾔｽﾕｷ 男子 岡　山 竜操中 12.88 31
32 1463 人見　琉叶　(1) ﾋﾄﾐ ﾙｶ 男子 岡　山 竜操中 13.21 32
33 1464 石田　翔大　(1) ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 竜操中 13.14 33
34 1472 水内　希音　(1) ﾐｽﾞｳﾁ ｷｵﾝ 男子 岡　山 竜操中 14.72 34
35 1457 築山 瑛斗(1) ﾂｷﾔﾏ ｱｷﾄ 男子 岡　山 竜操中 13.52 35
36 1458 築山 鳳斗(1) ﾂｷﾔﾏ ﾀｶﾄ 男子 岡　山 竜操中 13.56 36
37 2747 皆木　睦希　(2) ﾐﾅｷﾞﾑﾂｷ 男子 岡　山 吉備中 12.00 37
38 2749 浜野　雄気　(2) ﾊﾏﾉﾕｳｷ 男子 岡　山 吉備中 11.95 38
39 2758 丸山　悠輝　(2) ﾏﾙﾔﾏﾕｳｷ 男子 岡　山 吉備中 12.85 39
40 2757 則保　雄飛　(2) ﾉﾘﾔｽﾕｳﾋ 男子 岡　山 吉備中 13.35 40
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**************************************
* 男子中学 １００ｍ *
**************************************
143人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
41 1710 嘉数　一秀　(2) ｶｽｳｶｽﾞﾋﾃﾞ 男子 岡　山 吉備中 12.20 41
42 2748 曽我　祐陽　(2) ｿｶﾞﾕｳﾋ 男子 岡　山 吉備中 13.67 42
43 2759 浅沼　伊織　(2) ｱｻﾇﾏｲｵﾘ 男子 岡　山 吉備中 12.90 43
44 2756 川上　大翔　(2) ｶﾜｶﾐﾋﾛﾄ 男子 岡　山 吉備中 13.89 44
45 1706 内藤　　十　(1) ﾅｲﾄｳﾃﾝ 男子 岡　山 吉備中 13.20 45
46 1707 渡邉　知隼　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞﾁﾊﾔ 男子 岡　山 吉備中 13.78 46
47 1697 中村　俊之亮(1) ﾅｶﾑﾗｼｭﾝﾉｽｹ 男子 岡　山 吉備中 13.20 47
48 1714 前田　一樹　(1) ﾏｴﾀﾞｶｽﾞｷ 男子 岡　山 吉備中 14.55 48
49 1705 徳森　祐也　(1) ﾄｸﾓﾘﾕｳﾔ 男子 岡　山 吉備中 12.45 49
50 2037 柏原　拓歩　(2) ｶｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 藤田中 12.42 50
51 1862 小田　祐渡　(1) ｵﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 藤田中 15.99 51
52 1865 佐藤　龍大　(1) ｻﾄｳ ﾘｭｳﾋ 男子 岡　山 藤田中 13.53 52
53 1866 曽根　琉之介(1) ｿﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岡　山 藤田中 14.16 53
54 1867 田口　　櫂　(1) ﾀｸﾞﾁ ｶｲ 男子 岡　山 藤田中 14.05 54
55 155 國次　郁弥　(2) ｸﾆﾂｸﾞ ﾌﾐﾔ 男子 岡　山 岡山大附中 12.11 55
56 495 乙倉　良祐　(2) ｵﾄｸﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 山南中 13.01 56
57 496 河本　勘汰　(2) ｺｳﾓﾄ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 山南中 13.94 57
58 498 花口　怜央　(2) ﾊﾅｸﾞﾁ ﾚｵ 男子 岡　山 山南中 13.60 58
59 499 菱川　凌太　(2) ﾋｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 山南中 13.60 59
60 490 光本　歩広　(2) ﾐﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 男子 岡　山 山南中 14.00 60
61 491 豊田　琉功　(1) ﾄﾖﾀ ﾘｸ 男子 岡　山 山南中 15.23 61
62 492 羽﨑　元信　(1) ﾊｻﾞｷ ｹﾝｼﾝ 男子 岡　山 山南中 13.03 62
63 497 豊田　円太郎(1) ﾄﾖﾀ ｴﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 山南中 14.13 63
64 599 大谷　恵一　(1) ｵｵﾀﾆ ｹｲｲﾁ 男子 岡　山 和気中 13.56 64
65 609 清水　啓貴　(1) ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｶ 男子 岡　山 和気中 13.33 65
66 624 井下　岳人　(2) ｲﾉｼﾀ ﾀｹﾄ 男子 岡　山 倉敷東中 13.90 66
67 626 岩切　友志　(2) ｲﾜｷﾘ ﾕｳｼ 男子 岡　山 倉敷東中 12.13 67
68 633 松田　大典　(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 倉敷東中 14.57 68
69 634 三村　晃世　(1) ﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 倉敷東中 12.76 69
70 630 向井　大貴　(1) ﾑｶｲ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 倉敷東中 13.42 70
71 636 板橋　暖叶　(1) ｲﾀﾊｼ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 倉敷東中 13.23 71
72 637 千地岩　佑　(2) ﾁﾁﾞｲﾜ ﾕｳ 男子 岡　山 倉敷西中 12.32 72
73 638 片山　直央　(2) ｶﾀﾔﾏ ﾅｵ 男子 岡　山 倉敷西中 73
74 655 中村　智也　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男子 岡　山 倉敷西中 13.34 74
75 639 内山　　俊　(1) ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷西中 13.96 75
76 2666 鳥井　波瑠　(1) ﾄﾘｲ ﾊﾙ 男子 岡　山 倉敷西中 14.00 76
77 2670 森　　健文　(1) ﾓﾘ ﾀｹﾌﾐ 男子 岡　山 倉敷西中 77
78 2671 林　　皓輝　(1) ﾊﾔｼ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷西中 78
79 2672 山内　旺介　(1) ﾔﾏｳﾁ ｵｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷西中 79
80 2675 大源　　拍　(1) ﾀﾞｲｹﾞﾝ ﾊｸ 男子 岡　山 倉敷西中 80
81 2679 西野　　匠　(1) ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 倉敷西中 81
82 674 安藤　春人　(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 倉敷南中 13.86 82
83 680 岸　　尚矢　(1) ｷｼ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 倉敷南中 14.60 83
84 672 土井　康裕　(1) ﾄﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 男子 岡　山 倉敷南中 14.69 84
85 658 田辺　柊太朗(1) ﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 倉敷南中 13.66 85
86 664 吉田　陽澄　(1) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 倉敷南中 15.00 86
87 677 兼清　　駿　(2) ｶﾈｷﾖ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷南中 11.90 87
88 669 三宅　翔大　(2) ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷南中 12.80 88
89 1721 守谷　琉輝　(2) ﾓﾘﾔ ﾙｶ 男子 岡　山 新田中 14.25 89
90 1726 木下　皓太　(2) ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 男子 岡　山 新田中 13.78 90
91 1717 貞方　公利　(2) ｻﾀﾞｶﾀ ﾋｻﾄｼ 男子 岡　山 新田中 12.37 91
92 1731 吉田　澪生　(2) ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 男子 岡　山 新田中 12.96 92
93 1728 黒田　涼太　(1) ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 新田中 17.09 93
94 934 中田　昂宏　(2) ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 岡　山 庄中 11.76 94
95 932 室山　侑輝　(2) ﾑﾛﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 岡　山 庄中 12.50 95
96 1189 近藤　聖太　(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 庄中 12.58 96
97 1187 柴田　知樹　(2) ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 庄中 12.70 97
98 1194 田中　寿芽　(1) ﾀﾅｶ ｼｭｳｶﾞ 男子 岡　山 庄中 13.32 98
99 940 只佐　悠真　(1) ﾀﾀﾞｻ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 庄中 13.57 99

100 311 今治　純一郎(１) ｲﾏｼﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 児島中 100
101 305 藤原　煌牙　(１) ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｶﾞ 男子 岡　山 児島中 12.27 101
102 314 中奥　竜樹　(１) ﾅｶｵｸ ﾘｭｳｷ 男子 岡　山 児島中 102
103 330 岡本　正喜　(１) ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ 男子 岡　山 児島中 103
104 311 杉本　康晟　(２) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 児島中 104
105 307 横山　泰聖　(２) ﾖｺﾔﾏ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 児島中 105
106 315 角田　　航　(２) ｶﾄﾞﾀ ﾜﾀﾙ 男子 岡　山 児島中 106
107 318 田中　大翔　(２) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾄ 男子 岡　山 児島中 107
108 339 青梨　岳樹　(2) ｱｵﾅｼ ﾀｹｷ 男子 岡　山 郷内中 13.44 108
109 340 明田　華門　(2) ｱｹﾀ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 郷内中 13.03 109
110 342 田邉　直暉　(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 男子 岡　山 郷内中 11.84 110
111 333 藤原　　光　(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋｶﾘ 男子 岡　山 郷内中 12.92 111
112 799 稲垣　陽天　(2) ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾀﾞｶ 男子 岡　山 玉島東中 12.18 112
113 819 赤澤　綾汰　(1) ｱｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 玉島東中 13.10 113
114 810 出口　智士　(1) ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ 男子 岡　山 玉島東中 13.56 114
115 811 太田　輝星　(1) ｵｵﾀ ｷｾｲ 男子 岡　山 玉島東中 13.51 115
116 1617 秋山　陽祐　(2) ｱｷﾔﾏ ﾖｳｽｹ 男子 岡　山 鴨方中 11.98 116
117 1619 西村　駿太朗(2) ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 鴨方中 12.80 117
118 1620 逸見　晃誠　(2) ﾍﾝﾐ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 鴨方中 12.06 118
119 1622 三宅　由高　(2) ﾐﾔｹ ﾕﾀｶ 男子 岡　山 鴨方中 12.70 119
120 1625 岡堂　泰成　(1) ｵｶﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 鴨方中 14.00 120



競技エントリーリスト リスト出力日付：2018/03/13 22:40:55 Page:10
**************************************
* 男子中学 １００ｍ *
**************************************
143人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
121 1626 尾﨑　朔弥　(1) ｵｻﾞｷ ｻｸﾔ 男子 岡　山 鴨方中 13.50 121
122 1628 前田　悠斗　(1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 鴨方中 13.50 122
123 1652 佐藤　健真　(2) ｻﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 岡　山 里庄中 11.99 123
124 1682 荒川　歩夢　(2) ｱﾗｶﾜ ｱﾕﾑ 男子 岡　山 金光学園中 12.99 124
125 1677 西森　翔眞　(2) ﾆｼﾓﾘ ｼｮｳﾏ 男子 岡　山 金光学園中 13.00 125
126 2626 藤田　欣吾　(2) ﾌｼﾞﾀ ｷﾝｺﾞ 男子 岡　山 倉敷天城中 12.33 126
127 2629 川東　　晴　(2) ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾊﾙ 男子 岡　山 倉敷天城中 12.31 127
128 2634 岡野一　皓稀(1) ｵｶﾉｲﾁ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷天城中 12.92 128
129 2182 板野　英弥　(2) ｲﾀﾉ ﾋﾃﾞﾔ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 13.30 129
130 2188 浦上　壮吾　(2) ｳﾗｶﾐ ｿｳｺﾞ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 130
131 2190 塩津　康生　(2) ｼｵﾂ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 12.59 131
132 2197 岡田　裕樹　(2) ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 12.48 132
133 2199 山本　壮海　(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｳﾐ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 12.64 133
134 2185 木並　俊介　(1) ｷﾅﾐ ｼｭﾝｽｹ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 13.19 134
135 2192 棟長　秀仁　(1) ﾑﾈﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾋﾄ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 13.68 135
136 4144 柳井　佑太　(2) ﾔﾅｲ ﾕｳﾀ 男子 高　知 香長中 12.41 136
137 4148 中川　　力　(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｶﾗ 男子 高　知 香長中 13.80 137
138 4155 大久保　颯眞(2) ｵｵｸﾎﾞ ｿｳﾏ 男子 高　知 香長中 12.42 138
139 4173 溝渕　遼太　(1) ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 高　知 香長中 11.83 139
140 4176 岡林　大智　(1) ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 男子 高　知 香長中 12.92 140
141 4164 森本　　昴　(3) ﾓﾘﾓﾄ ｺｳ 男子 高　知 香長中 11.78 141
142 4165 岡村　淳市　(3) ｵｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男子 高　知 香長中 12.12 142
143 1600 松本　　匠　(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 旭東中 11.85 143

**************************************
* 男子中学 ４００ｍ *
**************************************
69人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 95 児山　琉星　(1) ｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 男子 岡　山 市操山中 1:10.00 1
2 96 西﨑　叶夢　(1) ﾆｼｻﾞｷ ｶﾅﾄ 男子 岡　山 市操山中 1:06.00 2
3 97 祗園　太洋　(1) ｷﾞｵﾝ ﾀｲﾖｳ 男子 岡　山 市操山中 1:07.00 3
4 103 高畠　優昇　(1) ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳｼｮｳ 男子 岡　山 市操山中 1:08.00 4
5 100 石川　響太　(2) ｲｼｶﾜ ｷｮｳﾀ 男子 岡　山 市操山中 1:04.00 5
6 112 島村　仁晟　(3) ｼﾏﾑﾗ ｼﾞﾝｾｲ 男子 岡　山 市操山中 53.00 6
7 99 大森　隼斗　(1) ｵｵﾓﾘ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 市操山中 1:06.00 7
8 126 水野　誠斗　(2) ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 男子 岡　山 操南中 1:00.00 8
9 141 松井　祐弥　(2) ﾏﾂｲ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 操南中 1:06.70 9

10 122 成富　礁太　(1) ﾅﾘﾄﾐ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 操南中 1:10.01 10
11 138 片山　　朔　(1) ｶﾀﾔﾏ ｻｸ 男子 岡　山 操南中 1:10.30 11
12 128 田邊　海士　(1) ﾀﾅﾍﾞ ｶｲｼ 男子 岡　山 操南中 1:02.34 12
13 2575 荒木　滉平　(2) ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ 男子 岡　山 御南中 57.14 13
14 2685 伊藤　孝太　(2) ｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 岡　山 竜操中 53.63 14
15 2681 岡本　卓磨　(2) ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾏ 男子 岡　山 竜操中 1:00.10 15
16 2749 浜野　雄気　(2) ﾊﾏﾉﾕｳｷ 男子 岡　山 吉備中 59.00 16
17 1710 嘉数　一秀　(2) ｶｽｳｶｽﾞﾋﾃﾞ 男子 岡　山 吉備中 1:02.00 17
18 1697 中村　俊之亮(1) ﾅｶﾑﾗｼｭﾝﾉｽｹ 男子 岡　山 吉備中 1:05.00 18
19 2037 柏原　拓歩　(2) ｶｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 藤田中 19
20 1862 小田　祐渡　(1) ｵﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 藤田中 20
21 1864 迫　　亮太　(1) ｻｺ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 藤田中 21
22 1865 佐藤　龍大　(1) ｻﾄｳ ﾘｭｳﾋ 男子 岡　山 藤田中 22
23 1866 曽根　琉之介(1) ｿﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岡　山 藤田中 23
24 1867 田口　　櫂　(1) ﾀｸﾞﾁ ｶｲ 男子 岡　山 藤田中 24
25 153 河野　湧生　(2) ｺｳﾉ ﾕｳ 男子 岡　山 岡山大附中 25
26 608 牧野　瑠泉　(1) ﾏｷﾉ ﾙｲ 男子 岡　山 和気中 26
27 163 二万　桜太　(2) ﾆﾏﾝ ｵｳﾀ 男子 岡　山 宇野中 59.32 27
28 623 若林　京冴　(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 倉敷東中 1:07.67 28
29 632 西濱　　充　(2) ﾆｼﾊﾏ ﾐﾂﾙ 男子 岡　山 倉敷東中 58.01 29
30 624 井下　岳人　(2) ｲﾉｼﾀ ﾀｹﾄ 男子 岡　山 倉敷東中 30
31 633 松田　大典　(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 倉敷東中 1:07.17 31
32 634 三村　晃世　(1) ﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 倉敷東中 1:01.01 32
33 636 板橋　暖叶　(1) ｲﾀﾊｼ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 倉敷東中 33
34 638 片山　直央　(2) ｶﾀﾔﾏ ﾅｵ 男子 岡　山 倉敷西中 58.82 34
35 655 中村　智也　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男子 岡　山 倉敷西中 59.53 35
36 2674 武内　椋太郎(1) ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 倉敷西中 36
37 2677 水川　洸明　(1) ﾐｽﾞｶﾜ ｺｳﾒｲ 男子 岡　山 倉敷西中 1:03.00 37
38 677 兼清　　駿　(2) ｶﾈｷﾖ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷南中 1:01.00 38
39 1721 守谷　琉輝　(2) ﾓﾘﾔ ﾙｶ 男子 岡　山 新田中 1:03.77 39
40 1717 貞方　公利　(2) ｻﾀﾞｶﾀ ﾋｻﾄｼ 男子 岡　山 新田中 59.95 40
41 1728 黒田　涼太　(1) ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 新田中 1:20.00 41
42 934 中田　昂宏　(2) ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 岡　山 庄中 56.68 42
43 940 井上　想大　(2) ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 男子 岡　山 庄中 56.68 43
44 937 赤木　彩生　(2) ｱｶｷﾞ ﾀﾐｵ 男子 岡　山 庄中 1:00.31 44
45 940 只佐　悠真　(1) ﾀﾀﾞｻ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 庄中 45
46 303 小野　光翔　(１) ｵﾉ ﾐｸﾄ 男子 岡　山 児島中 46
47 300 角南　秀行　(１) ｽﾅﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 男子 岡　山 児島中 47
48 314 中奥　竜樹　(１) ﾅｶｵｸ ﾘｭｳｷ 男子 岡　山 児島中 48
49 304 内田　晴樹　(１) ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 児島中 49
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50 301 長尾　拓能　(１) ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 児島中 50
51 326 長尾　颯汰　(３) ﾅｶﾞｵ ﾊﾔﾀ 男子 岡　山 児島中 51
52 345 茅野　智輝　(2) ｶﾔﾉ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 琴浦中 52
53 353 面田　俊輔　(1) ｵﾓﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 岡　山 琴浦中 53
54 356 西山　泰珠　(1) ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｼﾞｭ 男子 岡　山 琴浦中 54
55 1617 秋山　陽祐　(2) ｱｷﾔﾏ ﾖｳｽｹ 男子 岡　山 鴨方中 58.00 55
56 1619 西村　駿太朗(2) ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 鴨方中 58.50 56
57 1620 逸見　晃誠　(2) ﾍﾝﾐ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 鴨方中 58.00 57
58 1622 三宅　由高　(2) ﾐﾔｹ ﾕﾀｶ 男子 岡　山 鴨方中 58.00 58
59 1625 岡堂　泰成　(1) ｵｶﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 鴨方中 1:04.00 59
60 1626 尾﨑　朔弥　(1) ｵｻﾞｷ ｻｸﾔ 男子 岡　山 鴨方中 1:02.00 60
61 1628 前田　悠斗　(1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 鴨方中 1:02.00 61
62 2628 杉本　龍乃佑(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岡　山 倉敷天城中 1:01.00 62
63 2199 山本　壮海　(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｳﾐ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 55.87 63
64 2192 棟長　秀仁　(1) ﾑﾈﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾋﾄ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 64
65 4148 中川　　力　(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｶﾗ 男子 高　知 香長中 1:03.00 65
66 4155 大久保　颯眞(2) ｵｵｸﾎﾞ ｿｳﾏ 男子 高　知 香長中 59.00 66
67 4173 溝渕　遼太　(1) ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 高　知 香長中 56.00 67
68 4176 岡林　大智　(1) ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 男子 高　知 香長中 1:02.00 68
69 1600 松本　　匠　(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 旭東中 1:00.54 69

******************************************
* 男子中学 １５００ｍ *
******************************************
91人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 30 沼田　奏琉　(1) ﾇﾏﾀ ｶﾅﾙ 男子 岡　山 石井中 5:00.00 1
2 31 荊尾　颯汰　(1) ｶﾀﾗｵ ｿｳﾀ 男子 岡　山 石井中 4:58.00 2
3 1477 橋本　　陸　(2) ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ 男子 岡　山 芳泉中 3
4 1487 黒住　真太郎(2) ｸﾛｽﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 芳泉中 5:07.73 4
5 1498 大西　駿弥　(2) ｵｵﾆｼ ｼｭﾝﾔ 男子 岡　山 芳泉中 4:56.01 5
6 1501 濵岡　哲平　(2) ﾊﾏｵｶ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 岡　山 芳泉中 4:50.57 6
7 1495 横田　昂弥　(1) ﾖｺﾀ ｺｳﾔ 男子 岡　山 芳泉中 5:15.00 7
8 1482 松田　幸大　(1) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 芳泉中 4:55.70 8
9 1485 今岡　颯大　(1) ｲﾏｵｶ ｿｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 芳泉中 4:53.01 9

10 1486 長﨑　陽生　(1) ﾅｶﾞｻｷ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 芳泉中 4:55.59 10
11 1490 菅野　雅史　(1) ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 男子 岡　山 芳泉中 4:54.11 11
12 1488 田中　視陽　(1) ﾀﾅｶ ｼﾖｳ 男子 岡　山 芳泉中 4:44.11 12
13 127 桑田　和磨　(2) ｸﾜﾀ ｶｽﾞﾏ 男子 岡　山 操南中 6:00.00 13
14 130 池信　航大　(2) ｲｹﾉﾌﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 操南中 5:32.68 14
15 133 門脇　幸大　(2) ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 操南中 5:37.25 15
16 139 藤澤　省吾　(2) ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 男子 岡　山 操南中 5:15.32 16
17 118 河藤　啓悟　(1) ｶﾜﾄｳ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 操南中 5:18.57 17
18 125 對中　天晟　(1) ﾀｲﾅｶ ﾃﾝｾｲ 男子 岡　山 操南中 5:03.00 18
19 119 藤井　達也　(1) ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 操南中 5:37.10 19
20 2574 貞光　秀輝　(2) ｻﾀﾞﾐﾂ ｼｭｳｷ 男子 岡　山 御南中 5:20.00 20
21 1637 窪井　雅人　(1) ｸﾎﾞｲ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 御南中 5:13.00 21
22 2683 中本　駿佑　(2) ﾅｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 岡　山 竜操中 4:41.09 22
23 2690 平尾　　健　(2) ﾋﾗｵ ｹﾝ 男子 岡　山 竜操中 5:01.00 23
24 1474 宇都宮　愛雅(1) ｳﾂﾉﾐﾔ ﾖｼﾏｻ 男子 岡　山 竜操中 5:01.21 24
25 1461 實末 一晟(1) ｼﾞﾂｽｴ ｲｯｾｲ 男子 岡　山 竜操中 5:00.01 25
26 2695 小原　颯太　(1) ｵﾊﾞﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 竜操中 4:59.74 26
27 1712 若林　瑛大　(1) ﾜｶﾊﾞﾔｼｴｲﾀ 男子 岡　山 吉備中 5:20.00 27
28 2750 佐竹　青空　(1) ｻﾀｹｿﾗ 男子 岡　山 吉備中 5:30.00 28
29 1864 迫　　亮太　(1) ｻｺ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 藤田中 29
30 490 木津　悠翔　(2) ｷｽﾞ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 山南中 5:00.00 30
31 494 櫻井　朝日　(2) ｻｸﾗｲ ｱｻﾋ 男子 岡　山 山南中 4:27.82 31
32 500 深田　航世　(2) ﾌｶﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 山南中 4:57.31 32
33 487 山口　雅人　(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾄ 男子 岡　山 山南中 5:00.00 33
34 598 須郷田　寛介(1) ｽｺﾞｳﾀ ｶﾝｽｹ 男子 岡　山 和気中 4:53.00 34
35 610 森廣　偉成　(1) ﾓﾘﾋﾛ ｲｵ 男子 岡　山 和気中 5:06.33 35
36 167 上野　由騎　(2) ｳｴﾉ ﾕｳｷ 男子 岡　山 宇野中 4:45.94 36
37 2697 中家　大誓　(2) ﾅｶﾔ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 宇野中 4:38.96 37
38 159 福井　渚大　(1) ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 宇野中 4:53.82 38
39 2696 田中　凰翔　(1) ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 宇野中 5:39.50 39
40 628 川﨑　　優　(2) ｶﾜｻｷ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 倉敷東中 4:38.56 40
41 633 穴井　　匠　(2) ｱﾅｲ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 倉敷東中 4:42.82 41
42 622 末永　智己　(1) ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 倉敷東中 5:42.50 42
43 629 高田　　優　(1) ﾀｶﾀ ﾕｳ 男子 岡　山 倉敷東中 5:16.46 43
44 625 中山　慈温　(1) ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｵﾝ 男子 岡　山 倉敷東中 5:06.91 44
45 645 武田　侑樹　(2) ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 岡　山 倉敷西中 4:50.00 45
46 653 間野　哲平　(2) ﾏﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 岡　山 倉敷西中 4:50.00 46
47 656 小川　　翔　(1) ｵｶﾞﾜ ｼｮｳ 男子 岡　山 倉敷西中 6:00.00 47
48 2669 大饗　　蓮　(1) ｵｵｱｴ ﾚﾝ 男子 岡　山 倉敷西中 48
49 660 友野　颯大　(1) ﾄﾓﾉ ｿｳﾀ 男子 岡　山 倉敷南中 6:30.00 49
50 671 伊藤　和希　(1) ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 倉敷南中 6:00.00 50
51 668 内藤　航海　(1) ﾅｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 男子 岡　山 倉敷南中 6:22.00 51
52 661 新中　晴也　(1) ｼﾝﾅｶ ｾｲﾔ 男子 岡　山 倉敷南中 4:38.00 52
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53 681 市丸　春斗　(1) ｲﾁﾏﾙ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 倉敷南中 5:30.00 53
54 667 横内　啓佑　(1) ﾖｺｳﾁ ｹｲｽｹ 男子 岡　山 倉敷南中 4:52.00 54
55 1719 春木　陸叶　(2) ﾊﾙｷ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 新田中 4:50.00 55
56 1722 加藤　優樹　(2) ｶﾄｳ ﾕｳｷ 男子 岡　山 新田中 4:47.00 56
57 1730 政廣　優季　(2) ﾏｻﾋﾛ ﾕｳｷ 男子 岡　山 新田中 4:36.89 57
58 1726 木下　皓太　(2) ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 男子 岡　山 新田中 4:50.00 58
59 1727 中田　大翔　(2) ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 新田中 4:45.12 59
60 1188 大戸　康平　(2) ｵｵﾄ ｺｳﾍｲ 男子 岡　山 庄中 5:00.00 60
61 303 小野　光翔　(１) ｵﾉ ﾐｸﾄ 男子 岡　山 児島中 61
62 300 角南　秀行　(１) ｽﾅﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 男子 岡　山 児島中 4:39.30 62
63 304 内田　晴樹　(１) ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 児島中 4:47.00 63
64 301 長尾　拓能　(１) ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 児島中 4:43.89 64
65 313 大西　優裕　(２) ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 男子 岡　山 児島中 4:54.00 65
66 817 柴田　祥希　(2) ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｷ 男子 岡　山 玉島東中 4:30.81 66
67 805 松本　頼政　(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾖﾘﾏｻ 男子 岡　山 玉島東中 4:56.63 67
68 806 岡邊　隼大　(2) ｵｶﾍﾞ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 玉島東中 4:47.86 68
69 804 檜垣　翔一　(2) ﾋｶﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 男子 岡　山 玉島東中 5:04.03 69
70 807 渡辺　勇人　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 玉島東中 5:03.01 70
71 803 小幡　昭瑛　(2) ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳｴｲ 男子 岡　山 玉島東中 5:21.53 71
72 818 竹ノ内　爽人(1) ﾀｹﾉｳﾁ ｿｳﾄ 男子 岡　山 玉島東中 5:03.84 72
73 840 赤澤　晃成　(1) ｱｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 玉島北中 4:48.73 73
74 832 花土　拓也　(2) ﾊﾅﾄﾞ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 玉島北中 4:42.42 74
75 2181 秋元　俊亮　(2) ｱｷﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 4:53.07 75
76 2191 仲田　颯一郎(1) ﾅｶﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 76
77 4141 松村　皇哉　(2) ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾔ 男子 高　知 香長中 4:28.00 77
78 4145 橋本　晋太郎(2) ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 高　知 香長中 4:44.00 78
79 4147 土居　雅季　(2) ﾄﾞｲ ﾏｻｷ 男子 高　知 香長中 4:29.00 79
80 4150 高田　智弘　(2) ﾀｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ 男子 高　知 香長中 4:36.00 80
81 4154 森田　龍道　(2) ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾄﾞｳ 男子 高　知 香長中 4:47.00 81
82 4170 吉市　圭吾　(1) ﾖｼｲﾁ ｹｲｺﾞ 男子 高　知 香長中 4:48.00 82
83 4171 森田　拓真　(1) ﾓﾘﾀ ﾀｸﾏ 男子 高　知 香長中 4:58.00 83
84 4172 松浦　大輝　(1) ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 高　知 香長中 4:58.00 84
85 4174 清藤　凌太　(1) ｷﾖﾄｳ ﾘｮｳﾀ 男子 高　知 香長中 4:57.00 85
86 4175 園田　倭苑　(1) ｿﾉﾀﾞ ﾜｵﾝ 男子 高　知 香長中 4:53.00 86
87 4177 前島　志音　(1) ﾏｴｼﾞﾏ ｼｵﾝ 男子 高　知 香長中 4:52.00 87
88 4190 小松　奏汰　(3) ｺﾏﾂ ｶﾅﾀ 男子 高　知 香長中 4:28.00 88
89 4199 田所　良成　(2) ﾀﾄﾞｺﾛ ﾖｼﾅﾘ 男子 高　知 香長中 4:31.00 89
90 4160 北村　　天　(3) ｷﾀﾑﾗ ｿﾗ 男子 高　知 香長中 4:13.00 90
91 4162 細川　成也　(3) ﾎｿｶﾜ ｾｲﾔ 男子 高　知 香長中 4:31.00 91

******************************************
* 男子中学 ３０００ｍ *
******************************************
63人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 1980 浪井　　楓　(2) ﾅﾐｲ ｶｴﾃﾞ 男子 岡　山 京山中 10:12.00 1
2 20 大石　晴也　(2) ｵｵｲｼ ﾊﾙﾔ 男子 岡　山 石井中 11:30.00 2
3 1490 菅野　雅史　(1) ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 男子 岡　山 芳泉中 10:32.66 3
4 1488 田中　視陽　(1) ﾀﾅｶ ｼﾖｳ 男子 岡　山 芳泉中 10:12.37 4
5 98 土田　浩生　(1) ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 市操山中 10:40.00 5
6 102 岡　　優月　(1) ｵｶ ﾕﾂﾞｷ 男子 岡　山 市操山中 10:40.00 6
7 138 藤本　茂希　(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 操南中 10:42.43 7
8 118 河藤　啓悟　(1) ｶﾜﾄｳ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 操南中 11:30.00 8
9 140 高淵　慶太　(1) ﾀｶﾌﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 岡　山 操南中 11:57.86 9

10 123 北村　　翔　(1) ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ 男子 岡　山 操南中 10:03.03 10
11 1474 宇都宮　愛雅(1) ｳﾂﾉﾐﾔ ﾖｼﾏｻ 男子 岡　山 竜操中 10:24.00 11
12 1461 實末 一晟(1) ｼﾞﾂｽｴ ｲｯｾｲ 男子 岡　山 竜操中 10:30.00 12
13 2695 小原　颯太　(1) ｵﾊﾞﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 竜操中 10:30.00 13
14 2748 中原　康汰　(2) ﾅｶﾊﾗｺｳﾀ 男子 岡　山 吉備中 10:20.00 14
15 2751 玉置　尚也　(2) ﾀﾏｷ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 吉備中 9:26.00 15
16 2752 大塚　直哉　(2) ｵｵﾂｶ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 吉備中 8:57.00 16
17 2753 荒木　大輝　(2) ｱﾗｷﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 吉備中 9:50.00 17
18 2754 秋田　祐樹　(2) ｱｷﾀﾕｳｷ 男子 岡　山 吉備中 10:25.00 18
19 1716 飯田　湧也　(1) ｲｲﾀﾞﾕｳﾔ 男子 岡　山 吉備中 11:00.00 19
20 1699 犬飼　慶人　(1) ｲﾇｶｲﾖｼﾄ 男子 岡　山 吉備中 10:30.00 20
21 143 濵田　大輔　(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 岡山大附中 10:07.38 21
22 605 三浦　稜平　(2) ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾍｲ 男子 岡　山 和気中 10:49.00 22
23 171 藤岡　　航　(2) ﾌｼﾞｵｶ ﾜﾀﾙ 男子 岡　山 宇野中 10:39.66 23
24 2706 藤原　悠月　(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｽﾞｷ 男子 岡　山 宇野中 10:11.78 24
25 628 川﨑　　優　(2) ｶﾜｻｷ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 倉敷東中 9:56.45 25
26 633 穴井　　匠　(2) ｱﾅｲ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 倉敷東中 10:22.74 26
27 622 末永　智己　(1) ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 倉敷東中 12:21.51 27
28 629 高田　　優　(1) ﾀｶﾀ ﾕｳ 男子 岡　山 倉敷東中 11:39.90 28
29 625 中山　慈温　(1) ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｵﾝ 男子 岡　山 倉敷東中 11:15.00 29
30 676 池内　　司　(1) ｲｹｳﾁ ﾂｶｻ 男子 岡　山 倉敷南中 10:30.00 30
31 661 新中　晴也　(1) ｼﾝﾅｶ ｾｲﾔ 男子 岡　山 倉敷南中 10:25.00 31
32 657 佐藤　颯大　(2) ｻﾄｳ ｿｳﾀ 男子 岡　山 倉敷南中 10:05.00 32
33 670 菅原　望来　(2) ｽｶﾞﾊﾗ ﾐﾗｲ 男子 岡　山 倉敷南中 9:58.00 33
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******************************************
* 男子中学 ３０００ｍ *
******************************************
63人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
34 1719 春木　陸叶　(2) ﾊﾙｷ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 新田中 11:37.62 34
35 1722 加藤　優樹　(2) ｶﾄｳ ﾕｳｷ 男子 岡　山 新田中 10:50.24 35
36 1730 政廣　優季　(2) ﾏｻﾋﾛ ﾕｳｷ 男子 岡　山 新田中 10:31.41 36
37 1727 中田　大翔　(2) ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 新田中 10:50.90 37
38 320 片山　蒼大　(２) ｶﾀﾔﾏ ｿｳﾀ 男子 岡　山 児島中 9:54.52 38
39 307 内田　勇樹　(１) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 岡　山 児島中 39
40 365 宍戸　皐華　(3) ｼｼﾄﾞ ｺｳﾊ 男子 岡　山 琴浦中 9:53.27 40
41 347 山田　秀人　(2) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 琴浦中 10:24.39 41
42 352 大賀　郁哉　(1) ｵｵｶﾞ ｲｸﾔ 男子 岡　山 琴浦中 10:54.00 42
43 354 兒玉　卓実　(1) ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 琴浦中 10:51.74 43
44 357 三木　誉之尊(1) ﾐｷ ﾖｼﾀｶ 男子 岡　山 琴浦中 13:45.46 44
45 840 赤澤　晃成　(1) ｱｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 玉島北中 11:14.48 45
46 832 花土　拓也　(2) ﾊﾅﾄﾞ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 玉島北中 11:02.47 46
47 2635 柴川　倫太朗(1) ｼﾊﾞｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 倉敷天城中 11:00.00 47
48 2183 宇野　直人　(2) ｳﾉ ﾅｵﾄ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 11:09.55 48
49 4141 松村　皇哉　(2) ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾔ 男子 高　知 香長中 9:38.00 49
50 4145 橋本　晋太郎(2) ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 高　知 香長中 9:59.00 50
51 4147 土居　雅季　(2) ﾄﾞｲ ﾏｻｷ 男子 高　知 香長中 9:37.00 51
52 4150 高田　智弘　(2) ﾀｶﾀ ﾄﾓﾋﾛ 男子 高　知 香長中 9:38.00 52
53 4154 森田　龍道　(2) ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾄﾞｳ 男子 高　知 香長中 9:59.00 53
54 4170 吉市　圭吾　(1) ﾖｼｲﾁ ｹｲｺﾞ 男子 高　知 香長中 10:17.00 54
55 4171 森田　拓真　(1) ﾓﾘﾀ ﾀｸﾏ 男子 高　知 香長中 10:30.00 55
56 4172 松浦　大輝　(1) ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 高　知 香長中 10:33.00 56
57 4174 清藤　凌太　(1) ｷﾖﾄｳ ﾘｮｳﾀ 男子 高　知 香長中 10:18.00 57
58 4175 園田　倭苑　(1) ｿﾉﾀﾞ ﾜｵﾝ 男子 高　知 香長中 10:27.00 58
59 4177 前島　志音　(1) ﾏｴｼﾞﾏ ｼｵﾝ 男子 高　知 香長中 10:13.00 59
60 4190 小松　奏汰　(3) ｺﾏﾂ ｶﾅﾀ 男子 高　知 香長中 9:40.00 60
61 4199 田所　良成　(2) ﾀﾄﾞｺﾛ ﾖｼﾅﾘ 男子 高　知 香長中 9:39.00 61
62 4160 北村　　天　(3) ｷﾀﾑﾗ ｿﾗ 男子 高　知 香長中 9:13.00 62
63 4162 細川　成也　(3) ﾎｿｶﾜ ｾｲﾔ 男子 高　知 香長中 9:52.00 63

**********************************************************
* 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m) *
**********************************************************
23人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 1992 海野　壮太　(2) ｳﾐﾉ ｿｳﾀ 男子 岡　山 京山中 17.81 1
2 22 茅野　睦生　(2) ｶﾔﾉ ﾑﾂｷ 男子 岡　山 石井中 19.01 2
3 1479 加藤　幹大　(2) ｶﾄｳ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 芳泉中 18.70 3
4 95 児山　琉星　(1) ｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 男子 岡　山 市操山中 22.00 4
5 99 大森　隼斗　(1) ｵｵﾓﾘ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 市操山中 21.00 5
6 121 瀬尾　健心　(2) ｾｵ ｹﾝｼﾝ 男子 岡　山 操南中 19.60 6
7 124 横山　丈流　(2) ﾖｺﾔﾏ ﾀｹﾙ 男子 岡　山 操南中 19.58 7
8 126 水野　誠斗　(2) ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ 男子 岡　山 操南中 20.00 8
9 1458 築山 鳳斗(1) ﾂｷﾔﾏ ﾀｶﾄ 男子 岡　山 竜操中 19.80 9

10 2747 皆木　睦希　(2) ﾐﾅｷﾞﾑﾂｷ 男子 岡　山 吉備中 18.00 10
11 2757 則保　雄飛　(2) ﾉﾘﾔｽﾕｳﾋ 男子 岡　山 吉備中 11
12 2759 浅沼　伊織　(2) ｱｻﾇﾏｲｵﾘ 男子 岡　山 吉備中 19.00 12
13 1706 内藤　　十　(1) ﾅｲﾄｳﾃﾝ 男子 岡　山 吉備中 19.55 13
14 165 山下　　蒼　(2) ﾔﾏｼﾀ ｿｳ 男子 岡　山 宇野中 17.83 14
15 632 西濱　　充　(2) ﾆｼﾊﾏ ﾐﾂﾙ 男子 岡　山 倉敷東中 17.31 15
16 680 岸　　尚矢　(1) ｷｼ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 倉敷南中 17.00 16
17 1189 近藤　聖太　(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 庄中 18.20 17
18 1187 柴田　知樹　(2) ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 庄中 18.90 18
19 821 平野　涼太　(2) ﾋﾗﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 玉島東中 19.22 19
20 797 長田　亮太　(2) ｵｻﾀﾞﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 玉島東中 18.38 20
21 1676 安福　柊汰　(2) ｱﾌﾞｸ ｼｭｳﾀ 男子 岡　山 金光学園中 15.91 21
22 4144 柳井　佑太　(2) ﾔﾅｲ ﾕｳﾀ 男子 高　知 香長中 16.21 22
23 4165 岡村　淳市　(3) ｵｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男子 高　知 香長中 15.70 23

**********************************
* 男子中学 走高跳 *
**********************************
21人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 103 高畠　優昇　(1) ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳｼｮｳ 男子 岡　山 市操山中 1m55 1
2 133 一谷　花道　(1) ｲﾁﾀﾆ ﾊﾅﾐﾁ 男子 岡　山 操南中 1m30 2
3 136 森本　悠介　(1) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 操南中 1m40 3
4 127 佐古　佑樹　(1) ｻｺ ﾕｳｷ 男子 岡　山 操南中 1m40 4
5 120 児島　宇哉　(1) ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾔ 男子 岡　山 操南中 1m20 5
6 2572 坂本　歩夢　(2) ｻｶﾓﾄ ｱﾕﾑ 男子 岡　山 御南中 1m50 6
7 2758 丸山　悠輝　(2) ﾏﾙﾔﾏﾕｳｷ 男子 岡　山 吉備中 1m55 7
8 2757 則保　雄飛　(2) ﾉﾘﾔｽﾕｳﾋ 男子 岡　山 吉備中 1m55 8
9 2748 曽我　祐陽　(2) ｿｶﾞﾕｳﾋ 男子 岡　山 吉備中 1m40 9

10 483 榊原　寛太　(1) ｻｶｷﾊﾗ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 山南中 1m40 10
11 493 三枝　凜太朗(1) ﾐﾂｴﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 山南中 1m45 11



競技エントリーリスト リスト出力日付：2018/03/13 22:40:55 Page:14
**********************************
* 男子中学 走高跳 *
**********************************
21人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
12 165 山下　　蒼　(2) ﾔﾏｼﾀ ｿｳ 男子 岡　山 宇野中 1m30 12
13 168 岡本　　譲　(2) ｵｶﾓﾄ ﾕｽﾞﾙ 男子 岡　山 宇野中 1m80 13
14 2666 鳥井　波瑠　(1) ﾄﾘｲ ﾊﾙ 男子 岡　山 倉敷西中 14
15 663 塚前　　俊　(1) ﾂｶｻｷ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷南中 1m40 15
16 662 永瀬　裕大　(1) ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 倉敷南中 1m45 16
17 1731 吉田　澪生　(2) ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 男子 岡　山 新田中 1m54 17
18 318 田中　大翔　(２) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾄ 男子 岡　山 児島中 18
19 337 田中　亮太朗(2) ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 郷内中 1m45 19
20 801 井上　侑哉　(2) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 玉島東中 1m70 20
21 800 小野　大翔　(2) ｵﾉ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 玉島東中 1m55 21

**********************************
* 男子中学 走幅跳 *
**********************************
32人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 1993 岸　虎太朗　(2) ｷｼ ｺﾀﾛｳ 男子 岡　山 京山中 5m72 1
2 33 上原　陽也　(1) ｳｴﾊﾗ ﾊﾙﾔ 男子 岡　山 石井中 4m27 2
3 1479 加藤　幹大　(2) ｶﾄｳ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 芳泉中 5m40 3
4 1497 大土井　広　(2) ｵｵﾄﾞｲ ﾋﾛｼ 男子 岡　山 芳泉中 4m57 4
5 1478 高尾　唯斗　(1) ﾀｶｵ ﾕｲﾄ 男子 岡　山 芳泉中 5
6 125 對中　天晟　(1) ﾀｲﾅｶ ﾃﾝｾｲ 男子 岡　山 操南中 4m80 6
7 134 森下　拓海　(1) ﾓﾘｼﾀ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 操南中 3m80 7
8 130 園田　陸斗　(1) ｿﾉﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 操南中 3m10 8
9 128 田邊　海士　(1) ﾀﾅﾍﾞ ｶｲｼ 男子 岡　山 操南中 5m44 9

10 2582 森本　風人　(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾌｳﾄ 男子 岡　山 御南中 4m00 10
11 1457 築山 瑛斗(1) ﾂｷﾔﾏ ｱｷﾄ 男子 岡　山 竜操中 4m50 11
12 1460 宮口 快光(1) ﾐﾔｸﾞﾁ ｶｲﾘ 男子 岡　山 竜操中 4m50 12
13 495 乙倉　良祐　(2) ｵﾄｸﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 山南中 5m49 13
14 496 河本　勘汰　(2) ｺｳﾓﾄ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 山南中 4m68 14
15 498 花口　怜央　(2) ﾊﾅｸﾞﾁ ﾚｵ 男子 岡　山 山南中 5m00 15
16 491 豊田　琉功　(1) ﾄﾖﾀ ﾘｸ 男子 岡　山 山南中 4m33 16
17 492 羽﨑　元信　(1) ﾊｻﾞｷ ｹﾝｼﾝ 男子 岡　山 山南中 5m00 17
18 626 岩切　友志　(2) ｲﾜｷﾘ ﾕｳｼ 男子 岡　山 倉敷東中 6m02 18
19 630 向井　大貴　(1) ﾑｶｲ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 倉敷東中 4m47 19
20 651 西原　冬梓郎(1) ﾆｼﾊﾗ ﾄｳｼﾛｳ 男子 岡　山 倉敷西中 20
21 663 塚前　　俊　(1) ﾂｶｻｷ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷南中 5m40 21
22 658 田辺　柊太朗(1) ﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 倉敷南中 4m81 22
23 1192 瀧口　就斗　(2) ﾀｷｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 庄中 4m50 23
24 933 景家　健太　(2) ｶｹﾞｲｴ ｹﾝﾀ 男子 岡　山 庄中 5m05 24
25 938 茅野　　立　(2) ｶﾔﾉ ﾀﾂ 男子 岡　山 庄中 4m77 25
26 311 杉本　康晟　(２) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 児島中 26
27 351 伊藤　緋里　(1) ｲﾄｳ ﾋｻﾄ 男子 岡　山 琴浦中 4m64 27
28 799 稲垣　陽天　(2) ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾀﾞｶ 男子 岡　山 玉島東中 5m93 28
29 809 畑　　翔斗　(1) ﾊﾀ ｼｮｳﾄ 男子 岡　山 玉島東中 4m35 29
30 1676 安福　柊汰　(2) ｱﾌﾞｸ ｼｭｳﾀ 男子 岡　山 金光学園中 5m77 30
31 1682 荒川　歩夢　(2) ｱﾗｶﾜ ｱﾕﾑ 男子 岡　山 金光学園中 5m32 31
32 1677 西森　翔眞　(2) ﾆｼﾓﾘ ｼｮｳﾏ 男子 岡　山 金光学園中 6m14 32

****************************************************
* 男子中学 砲丸投(5.000kg) *
****************************************************
24人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 37 菊山　僚太　(3) ｷｸﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 石井中 13m45 1
2 32 平井　夏輝　(1) ﾋﾗｲ ﾅﾂｷ 男子 岡　山 石井中 8m50 2
3 100 石川　響太　(2) ｲｼｶﾜ ｷｮｳﾀ 男子 岡　山 市操山中 8m00 3
4 140 高淵　慶太　(1) ﾀｶﾌﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 岡　山 操南中 2m69 4
5 131 中山　瑞己　(1) ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 男子 岡　山 操南中 6m21 5
6 2580 井戸　啓人　(2) ｲﾄﾞ ｹｲﾄ 男子 岡　山 御南中 9m74 6
7 1465 水島　　亮　(1) ﾐｽﾞｼﾏ ｱｷﾗ 男子 岡　山 竜操中 6m20 7
8 2756 川上　大翔　(2) ｶﾜｶﾐﾋﾛﾄ 男子 岡　山 吉備中 8
9 2708 仁子　晃希　(3) ﾆｺﾞ ｺｳｷ 男子 岡　山 宇野中 16m23 9

10 170 宗兼　憂門　(2) ﾑﾈｶﾈ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 宇野中 12m26 10
11 161 難波　聖司　(1) ﾅﾝﾊﾞ ｾｲｼﾞ 男子 岡　山 宇野中 8m52 11
12 623 若林　京冴　(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 倉敷東中 6m54 12
13 637 千地岩　佑　(2) ﾁﾁﾞｲﾜ ﾕｳ 男子 岡　山 倉敷西中 9m01 13
14 2672 山内　旺介　(1) ﾔﾏｳﾁ ｵｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷西中 14
15 2673 川上　祝人　(1) ｶﾜｶﾐ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 倉敷西中 15
16 669 三宅　翔大　(2) ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷南中 9m11 16
17 1194 田中　寿芽　(1) ﾀﾅｶ ｼｭｳｶﾞ 男子 岡　山 庄中 17
18 309 阿部　友輝　(２) ｱﾍﾞﾕｳｷ 男子 岡　山 児島中 18
19 360 真鍋　光輝　(3) ﾏﾅﾍﾞ ｺｳｷ 男子 岡　山 琴浦中 11m32 19
20 344 橋本　晴貴　(1) ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 郷内中 6m12 20
21 820 岸田　愛稀　(2) ｷｼﾀﾞ ｱｲｷ 男子 岡　山 玉島東中 7m83 21
22 802 横田　知紀　(1) ﾖｺﾀ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 玉島東中 3m94 22
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****************************************************
* 男子中学 砲丸投(5.000kg) *
****************************************************
24人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
23 2198 森広　陽斗　(2) ﾓﾘﾋﾛ ｱｷﾄ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 10m52 23
24 2186 塩塚　瑛心　(1) ｼｵﾂｶ ｴｲｼﾝ 男子 岡　山 岡山大安寺中等 24

****************************************************
* 男子中学 円盤投(1.500kg) *
****************************************************
4人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 2580 井戸　啓人　(2) ｲﾄﾞ ｹｲﾄ 男子 岡　山 御南中 1
2 2708 仁子　晃希　(3) ﾆｺﾞ ｺｳｷ 男子 岡　山 宇野中 41m82 2
3 315 角田　　航　(２) ｶﾄﾞﾀ ﾜﾀﾙ 男子 岡　山 児島中 3
4 309 阿部　友輝　(２) ｱﾍﾞﾕｳｷ 男子 岡　山 児島中 4

**************************************
* 女子中学 １００ｍ *
**************************************
101人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 9534 西中川　莉央(3) ﾆｼﾅｶｶﾞﾜ ﾘｵ 女子 岡　山 さくら走練 12.64 1
2 9536 橋目　咲季　(2) ﾊｼﾒ ｻｷ 女子 岡　山 さくら走練 12.88 2
3 9538 金光　沙月　(1) ｶﾅﾐﾂ ｻﾂｷ 女子 岡　山 さくら走練 13.40 3
4 28 山崎　心美　(2) ﾔﾏｻｷ ｺｺﾐ 女子 岡　山 石井中 14.50 4
5 27 岸本　奈己　(1) ｷｼﾓﾄ ﾅﾐ 女子 岡　山 石井中 14.66 5
6 36 安田　　唯　(1) ﾔｽﾀﾞ ﾕｲ 女子 岡　山 石井中 13.66 6
7 86 井出　美聡　(2) ｲﾃﾞ ﾐｻﾄ 女子 岡　山 市操山中 13.50 7
8 114 金島　萌香　(1) ｶﾈｼﾏ ﾓｴｶ 女子 岡　山 操南中 14.40 8
9 115 日下 こころ(1) ｸｻｶ ｺｺﾛ 女子 岡　山 操南中 14.60 9

10 116 河野　由侑　(1) ｺｳﾉ ﾕｳ 女子 岡　山 操南中 15.91 10
11 120 中野　ひまわり(1) ﾅｶﾉ ﾋﾏﾜﾘ 女子 岡　山 操南中 15.08 11
12 1209 工藤　里莉　(2) ｸﾄﾞｳ ﾘﾘ 女子 岡　山 竜操中 13.55 12
13 2470 安富　友菜　(2) ﾔｽﾄﾐ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 竜操中 13.93 13
14 1211 大道　杏珠　(1) ｵｵﾐﾁ ｱﾝｼﾞｭ 女子 岡　山 竜操中 14.60 14
15 1208 石井 嘉乃(1) ｲｼｲ ｶﾉ 女子 岡　山 竜操中 13.48 15
16 1296 西崎　汐里　(1) ﾆｼｻﾞｷ ｼｵﾘ 女子 岡　山 旭東中 14.16 16
17 2517 有汲　颯妃　(2) ｱﾘｸﾐｻﾂｷ 女子 岡　山 吉備中 13.78 17
18 2518 犬飼　桃菜　(2) ｲﾇｶｲﾓﾓﾅ 女子 岡　山 吉備中 13.20 18
19 1307 頓宮　未空　(2) ﾄﾝｸﾞｳﾐｸ 女子 岡　山 吉備中 12.99 19
20 2525 東原　香桜　(2) ﾋｶﾞｼﾊﾗｶｵ 女子 岡　山 吉備中 13.80 20
21 2519 石田　佳澄　(2) ｲｼﾀﾞｶｽﾐ 女子 岡　山 吉備中 13.35 21
22 1308 斉藤　　蓮　(2) ｻｲﾄｳﾚﾝ 女子 岡　山 吉備中 14.35 22
23 1316 武元　凛花　(2) ﾀｹﾓﾄﾘﾝｶ 女子 岡　山 吉備中 14.34 23
24 2530 高木　祥江　(1) ﾀｶｷﾞﾖｼｴ 女子 岡　山 吉備中 14.55 24
25 1306 根岸　麻衣　(1) ﾈｷﾞｼﾏｲ 女子 岡　山 吉備中 14.80 25
26 2531 河田　千尋　(1) ｶﾜﾀﾁﾋﾛ 女子 岡　山 吉備中 14.25 26
27 2094 西村　真緒　(1) ﾆｼﾑﾗ ﾏｵ 女子 岡　山 藤田中 15.33 27
28 376 中井　梨南　(2) ﾅｶｲ ﾘﾅ 女子 岡　山 山南中 14.55 28
29 366 小野山　千咲(1) ｵﾉﾔﾏ ﾁｻ 女子 岡　山 山南中 14.62 29
30 367 摺河　史華　(1) ｽﾙｶﾞ ﾌﾐｶ 女子 岡　山 山南中 16.03 30
31 369 高平　佳菜　(1) ﾀｶﾋﾗ ｶﾅ 女子 岡　山 山南中 14.90 31
32 1817 田淵　日菜子(2) ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾅｺ 女子 岡　山 桜が丘中 13.55 32
33 1819 金久　　愛　(2) ｶﾈﾋｻ ｱｲ 女子 岡　山 桜が丘中 13.63 33
34 1815 森下　杏里 ﾓﾘｼﾀ ｱﾝﾘ 女子 岡　山 桜が丘中 14.21 34
35 1816 石原　涼華 ｲｼﾊﾗ ｽｽﾞｶ 女子 岡　山 桜が丘中 14.20 35
36 463 池田　陽香　(1) ｲｹﾀﾞ ﾖｳｶ 女子 岡　山 和気中 36
37 460 徐　　伶奈　(2) ｼﾞｮ ﾚｲﾅ 女子 岡　山 和気中 13.33 37
38 455 梶　梨世奈　(1) ｶｼﾞ ﾘｾﾅ 女子 岡　山 和気中 14.50 38
39 459 髙山　心花　(1) ﾀｶﾔﾏ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 和気中 14.70 39
40 462 竹内　真帆　(1) ﾀｹｳﾁ ﾏﾎ 女子 岡　山 和気中 14.89 40
41 494 松永　玲那　(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚｲﾅ 女子 岡　山 倉敷東中 13.42 41
42 495 大島　みほか(2) ｵｵｼﾏ ﾐﾎｶ 女子 岡　山 倉敷東中 13.84 42
43 490 向井　美結　(1) ﾑｶｲ ﾐﾕｳ 女子 岡　山 倉敷東中 13.83 43
44 491 丸山　泰佳　(1) ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 倉敷東中 15.12 44
45 489 鳥家　美紗妃(1) ﾄﾔ ﾐｻｷ 女子 岡　山 倉敷東中 16.28 45
46 509 白神　帆乃香(2) ｼﾗｶﾞ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 倉敷西中 13.46 46
47 2382 髙山　青空　(2) ﾀｶﾔﾏ ｿﾗ 女子 岡　山 倉敷西中 14.04 47
48 1783 庄司　麗鈴　(1) ｼｮｳｼﾞ ﾘﾘﾝ 女子 岡　山 倉敷西中 48
49 511 藤井　由衣　(1) ﾌｼﾞｲ ﾕｲ 女子 岡　山 倉敷西中 49
50 1777 藤井　亜衣　(1) ﾌｼﾞｲ ｱｲ 女子 岡　山 倉敷西中 50
51 1779 荒川　ひまり(1) ｱﾗｶﾜ ﾋﾏﾘ 女子 岡　山 倉敷西中 51
52 1785 石井　莉那　(1) ｲｼｲ ﾘﾅ 女子 岡　山 倉敷西中 52
53 529 池田　妃花　(1) ｲｹﾀﾞ ﾋﾒｶ 女子 岡　山 倉敷南中 14.99 53
54 519 風早　美咲　(1) ｶｻﾞﾊﾔ ﾐｻｷ 女子 岡　山 倉敷南中 14.67 54
55 517 長谷川　和奏(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ 女子 岡　山 倉敷南中 14.04 55
56 530 島田　柚葉　(1) ｼﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 女子 岡　山 倉敷南中 13.94 56
57 518 中野　杏星　(1) ﾅｶﾉ ｱﾝｽﾞ 女子 岡　山 倉敷南中 16.00 57
58 1333 山村　麗華　(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾘﾍﾞｶ 女子 岡　山 新田中 14.36 58
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**************************************
* 女子中学 １００ｍ *
**************************************
101人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
59 1335 田中　彩乃　(2) ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ 女子 岡　山 新田中 14.53 59
60 1325 白石　　遥　(2) ｼﾗｲｼ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 新田中 13.97 60
61 1327 出口　綾乃　(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 女子 岡　山 新田中 14.06 61
62 744 渡辺　菜穂　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 女子 岡　山 庄中 13.98 62
63 752 武原　そら　(1) ﾀｹﾊﾗ ｿﾗ 女子 岡　山 庄中 15.11 63
64 271 齋藤　乃彩　(２) ｻｲﾄｳ ﾉｱ 女子 岡　山 児島中 64
65 278 佐々木　来望(２) ｻｻｷ ｸﾙﾐ 女子 岡　山 児島中 65
66 280 澤田　　唯　(２) ｻﾜﾀﾞ ﾕｲ 女子 岡　山 児島中 66
67 281 西本　未弥妃(２) ﾆｼﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 女子 岡　山 児島中 67
68 267 岡野　凪沙　(１) ｵｶﾉ ﾅｷﾞｻ 女子 岡　山 児島中 68
69 215 石井　　心　(2) ｲｼｲ ｺｺﾛ 女子 岡　山 琴浦中 13.38 69
70 289 沖　　杏奈　(2) ｵｷ ｱﾝﾅ 女子 岡　山 郷内中 13.83 70
71 291 辻浦　涼奈　(1) ﾂｼﾞｳﾗ ｽｽﾞﾅ 女子 岡　山 郷内中 15.14 71
72 292 三宅　空奈　(1) ﾐﾔｹ ｿﾅ 女子 岡　山 郷内中 14.70 72
73 288 西内　菜々花(1) ﾆｼｳﾁ ﾅﾅｶ 女子 岡　山 郷内中 15.59 73
74 632 山下　花怜　(2) ﾔﾏｼﾀ ｶﾚﾝ 女子 岡　山 玉島東中 14.44 74
75 639 田中　秋音　(2) ﾀﾅｶ ｱｷﾈ 女子 岡　山 玉島東中 13.92 75
76 636 西村　茉紘　(2) ﾆｼﾑﾗ ﾏﾋﾛ 女子 岡　山 玉島東中 14.36 76
77 640 亀山　明日香(2) ｶﾒﾔﾏ ｱｽｶ 女子 岡　山 玉島東中 15.10 77
78 634 山部　綾華　(2) ﾔﾏﾍﾞ ｱﾔｶ 女子 岡　山 玉島東中 14.29 78
79 638 森石　ひな　(1) ﾓﾘｲｼ ﾋﾅ 女子 岡　山 玉島東中 15.47 79
80 631 田中　紗衣子(1) ﾀﾅｶ ｻｴｺ 女子 岡　山 玉島東中 15.00 80
81 638 吉沢　果子　(1) ﾖｼｻﾞﾜ ﾜｺ 女子 岡　山 玉島東中 14.20 81
82 635 河手　ゆき　(1) ｶﾜﾃ ﾕｷ 女子 岡　山 玉島東中 14.98 82
83 690 大橋　郁佳　(2) ｵｵﾊｼ ﾌﾐｶ 女子 岡　山 玉島北中 14.49 83
84 694 香西　優愛　(2) ｺｳｻﾞｲ ﾕﾅ 女子 岡　山 玉島北中 14.83 84
85 700 難波　樹里　(2) ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾘ 女子 岡　山 玉島北中 15.49 85
86 823 秋田　汐織　(1) ｱｷﾀ ｼｵﾘ 女子 岡　山 鴨方中 14.50 86
87 825 田中　安由美　(1) ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 女子 岡　山 鴨方中 13.83 87
88 826 畑　　菜月　(1) ﾊﾀ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 鴨方中 13.80 88
89 2426 谷田　心優　(2) ﾀﾆﾀﾞ ﾐﾕｳ 女子 岡　山 倉敷天城中 13.25 89
90 2419 赤堀　志帆　(1) ｱｶﾎﾘ ｼﾎ 女子 岡　山 倉敷天城中 14.58 90
91 2423 田中　結菜　(1) ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 倉敷天城中 15.02 91
92 2425 那須　香音　(1) ﾅｽ ｶﾉﾝ 女子 岡　山 倉敷天城中 14.73 92
93 2418 若松　穂乃華(1) ﾜｶﾏﾂ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 倉敷天城中 14.50 93
94 1874 岩谷　梓杏　(2) ｲﾜﾀﾆ ｼｱﾝ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 14.12 94
95 1875 川﨑　寧々　(2) ｶﾜｻｷ ﾈﾈ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 14.29 95
96 1876 長田　瑞叶　(2) ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 14.35 96
97 1877 大月　愛生　(1) ｵｵﾂｷ ﾒｲ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 17.40 97
98 1879 蔵田　　茜　(1) ｸﾗﾀ ｱｶﾈ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 16.10 98
99 1880 小竹　和里　(1) ｺﾀｹ ﾆｺﾘ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 15.66 99

100 1881 小松原　芽生(1) ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｲ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 14.94 100
101 1300 松本　　彩　(2) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 女子 岡　山 旭東中 13.33 101

**************************************
* 女子中学 ４００ｍ *
**************************************
17人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 86 井出　美聡　(2) ｲﾃﾞ ﾐｻﾄ 女子 岡　山 市操山中 1:03.00 1
2 2475 江國　　南　(2) ｴｸﾆ ﾐﾅﾐ 女子 岡　山 竜操中 1:11.41 2
3 2518 犬飼　桃菜　(2) ｲﾇｶｲﾓﾓﾅ 女子 岡　山 吉備中 1:05.00 3
4 2519 石田　佳澄　(2) ｲｼﾀﾞｶｽﾐ 女子 岡　山 吉備中 1:20.0 4
5 2094 西村　真緒　(1) ﾆｼﾑﾗ ﾏｵ 女子 岡　山 藤田中 5
6 456 原田　亜優　(1) ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ 女子 岡　山 和気中 6
7 495 大島　みほか(2) ｵｵｼﾏ ﾐﾎｶ 女子 岡　山 倉敷東中 1:03.30 7
8 1780 井戸　彩奈　(1) ｲﾄﾞ ｱﾔﾅ 女子 岡　山 倉敷西中 8
9 1335 田中　彩乃　(2) ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ 女子 岡　山 新田中 1:05.00 9

10 1327 出口　綾乃　(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 女子 岡　山 新田中 1:02.32 10
11 751 犬飼　葉月　(2) ｲﾇｶｲ ﾊﾂﾞｷ 女子 岡　山 庄中 1:02.00 11
12 750 犬飼　菜月　(2) ｲﾇｶｲ ﾅﾂﾞｷ 女子 岡　山 庄中 1:01.50 12
13 218 板東　優里菜(2) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕﾘﾅ 女子 岡　山 琴浦中 13
14 826 畑　　菜月　(1) ﾊﾀ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 鴨方中 1:10.00 14
15 869 谷本　きなり(3) ﾀﾆﾓﾄ ｷﾅﾘ 女子 岡　山 金光学園中 15
16 2424 岸本　　彩　(3) ｷｼﾓﾄ ｱﾔ 女子 岡　山 倉敷天城中 1:04.50 16
17 1868 渡部　杏咲　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 17

******************************************
* 女子中学 １５００ｍ *
******************************************
60人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 37 庄司　　優　(2) ｼｮｳｼﾞ ﾕｳ 女子 岡　山 石井中 5:38.00 1
2 26 田邊　愛海　(1) ﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾐ 女子 岡　山 石井中 5:23.00 2
3 34 原田　琥白　(1) ﾊﾗﾀﾞ ｺﾊｸ 女子 岡　山 石井中 5:25.00 3
4 1696 藤原　　悠　(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 石井中 6:00.00 4
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******************************************
* 女子中学 １５００ｍ *
******************************************
60人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

5 1233 熱田　さわ　(2) ｱﾂﾀ ｻﾜ 女子 岡　山 芳泉中 5:58.64 5
6 1223 小田　桃華　(1) ｵﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 芳泉中 5:31.15 6
7 1224 大西　未来　(1) ｵｵﾆｼ ﾐﾗｲ 女子 岡　山 芳泉中 5:17.13 7
8 106 稲田　朱音　(2) ｲﾅﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 岡　山 操南中 5:20.77 8
9 111 山室　未侑　(2) ﾔﾏﾑﾛ ﾐﾕｳ 女子 岡　山 操南中 5:33.03 9

10 118 竹内　愛花　(1) ﾀｹｳﾁ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 操南中 6:10.48 10
11 108 小川　芽息　(1) ｵｶﾞﾜ ﾒｲ 女子 岡　山 操南中 6:38.15 11
12 104 石井　佑采　(1) ｲｼｲ ﾕｽﾞ 女子 岡　山 操南中 5:51.41 12
13 2429 藤田　　歩　(2) ﾌｼﾞﾀ ｱﾕﾐ 女子 岡　山 御南中 5:55.63 13
14 2026 貝畑　萌々子(2) ｶｲﾊﾀ ﾓﾓｺ 女子 岡　山 御南中 5:29.00 14
15 2430 佐々木　優杏(2) ｻｻｷ ﾕｱﾝ 女子 岡　山 御南中 5:46.00 15
16 2472 勘藤　満瑠　(2) ｶﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾙ 女子 岡　山 竜操中 5:32.37 16
17 2475 江國　　南　(2) ｴｸﾆ ﾐﾅﾐ 女子 岡　山 竜操中 5:26.81 17
18 1210 近藤 結友(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 女子 岡　山 竜操中 5:55.00 18
19 2523 近常　光咲　(2) ﾁｶﾂﾈｻｷ 女子 岡　山 吉備中 5:25.00 19
20 1305 角南　弥幸　(1) ｽﾅﾐﾐﾕｷ 女子 岡　山 吉備中 5:30.00 20
21 2528 寺園　萌笑　(1) ﾃﾗｿﾞﾉﾓｴ 女子 岡　山 吉備中 5:30.00 21
22 375 豊田　優蘭　(2) ﾄﾖﾀ ﾕﾗ 女子 岡　山 山南中 4:48.89 22
23 368 奈爪　桃花　(1) ﾅﾂﾒ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 山南中 4:47.90 23
24 1813 森下　唯里　(2) ﾓﾘｼﾀ ﾕｲﾘ 女子 岡　山 桜が丘中 5:02.00 24
25 461 津留　杏奈　(2) ﾂﾄﾞﾒ ｱﾝﾅ 女子 岡　山 和気中 5:30.00 25
26 133 松本　　心　(1) ﾏﾂﾓﾄ ｺｺﾛ 女子 岡　山 宇野中 6:48.39 26
27 142 五十嵐　朱音(1) ｲｶﾞﾗｼ ｱｶﾈ 女子 岡　山 宇野中 6:09.41 27
28 498 藤井　杏梨　(1) ﾌｼﾞｲ ｱﾝﾘ 女子 岡　山 倉敷東中 5:35.73 28
29 2385 美藤　春菜　(2) ﾐﾄｳ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 倉敷西中 6:12.07 29
30 2379 大森　胡桃　(1) ｵｵﾓﾘ ｸﾙﾐ 女子 岡　山 倉敷西中 5:20.00 30
31 514 数野　光央　(1) ｶｽﾞﾉ ﾐｵ 女子 岡　山 倉敷西中 5:36.00 31
32 2377 那須　胡珀　(1) ﾅｽ ｺﾊｸ 女子 岡　山 倉敷西中 5:24.00 32
33 516 三宅　希佳　(1) ﾐﾔｹ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 倉敷南中 5:38.00 33
34 531 和田　みらい(1) ﾜﾀﾞ ﾐﾗｲ 女子 岡　山 倉敷南中 6:03.67 34
35 523 島津　優菜　(2) ｼﾏﾂﾞ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 倉敷南中 5:33.00 35
36 527 水川　彩花　(2) ﾐｽﾞｶﾜ ｱﾔｶ 女子 岡　山 倉敷南中 5:24.00 36
37 528 三宅　叶恋　(2) ﾐﾔｹ ｶﾚﾝ 女子 岡　山 倉敷南中 5:42.00 37
38 1332 河原　萌恵　(2) ｶﾜﾊﾗ ﾓｴ 女子 岡　山 新田中 6:09.45 38
39 1329 粟　　愛華　(2) ｱﾜ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 新田中 4:52.22 39
40 752 堀家　千尋　(2) ﾎﾘｹ ﾁﾋﾛ 女子 岡　山 庄中 5:08.99 40
41 753 後藤　琴葉　(1) ｺﾞﾄｳ ｺﾄﾊ 女子 岡　山 庄中 5:40.00 41
42 746 和氣　葵依　(1) ﾜｹ ｱｵｲ 女子 岡　山 庄中 5:40.00 42
43 216 榎　　莉冴　(2) ｴﾉｷ ﾘｻ 女子 岡　山 琴浦中 5:21.56 43
44 219 藤井　美春　(2) ﾌｼﾞｲ ﾐﾊﾙ 女子 岡　山 琴浦中 4:56.02 44
45 284 赤木　りこ　(2) ｱｶｷﾞ ﾘｺ 女子 岡　山 郷内中 5:57.08 45
46 633 香西　真帆　(2) ｺｳｻﾞｲ ﾏﾎ 女子 岡　山 玉島東中 5:06.83 46
47 639 古城　風音　(1) ｺｼﾞｮｳ ｶｻﾞﾈ 女子 岡　山 玉島東中 5:30.03 47
48 824 清水　彩羽　(1) ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗ 女子 岡　山 鴨方中 5:55.00 48
49 827 松﨑　朱凜　(1) ﾏﾂｻﾞｷ ｼｭﾘ 女子 岡　山 鴨方中 6:03.00 49
50 2118 佐藤　仁美　(1) ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 女子 岡　山 清心中 5:07.92 50
51 2419 西坂　初音　(3) ﾆｼｻｶ ﾊﾂﾈ 女子 岡　山 倉敷天城中 5:13.00 51
52 2417 林　万梨咲　(1) ﾊﾔｼ ﾏﾘｻ 女子 岡　山 倉敷天城中 6:22.23 52
53 1878 金谷　有里子(1) ｶﾅﾀﾆ ﾕﾘｺ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 5:45.55 53
54 4140 鎌倉　萌々華(2) ｶﾏｸﾗ ﾓﾓｶ 女子 高　知 香長中 4:59.00 54
55 4145 山下　碧愛　(2) ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ 女子 高　知 香長中 5:16.00 55
56 4160 徳弘　亜衣　(3) ﾄｸﾋﾛ ｱｲ 女子 高　知 香長中 4:45.00 56
57 4193 楠瀬　莉奈　(2) ｸｽﾉｾ ﾘﾅ 女子 高　知 香長中 5:10.00 57
58 4194 西村　春陽　(1) ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾋ 女子 高　知 香長中 5:00.00 58
59 4195 岡本　花凛　(1) ｵｶﾓﾄ ｶﾘﾝ 女子 高　知 香長中 5:08.00 59
60 4197 中川　真瑠　(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾙ 女子 高　知 香長中 6:10.00 60

******************************************
* 女子中学 ３０００ｍ *
******************************************
14人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 1224 大西　未来　(1) ｵｵﾆｼ ﾐﾗｲ 女子 岡　山 芳泉中 11:19.19 1
2 121 萩原　和奏　(1) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾜｶﾅ 女子 岡　山 操南中 11:00.91 2
3 1813 森下　唯里　(2) ﾓﾘｼﾀ ﾕｲﾘ 女子 岡　山 桜が丘中 10:59.00 3
4 141 山本　麻央　(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 女子 岡　山 宇野中 13:08.63 4
5 145 堀内　梨未佳(1) ﾎﾘｳﾁ ﾘﾐｶ 女子 岡　山 宇野中 5
6 498 藤井　杏梨　(1) ﾌｼﾞｲ ｱﾝﾘ 女子 岡　山 倉敷東中 12:03.68 6
7 1329 粟　　愛華　(2) ｱﾜ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 新田中 10:50.40 7
8 820 中道　汐里　(2) ﾅｶﾐﾁ ｼｵﾘ 女子 岡　山 鴨方中 11:27.48 8
9 870 大熊　彩月　(3) ｵｵｸﾞﾏ ｻﾂｷ 女子 岡　山 金光学園中 11:24.00 9

10 1878 金谷　有里子(1) ｶﾅﾀﾆ ﾕﾘｺ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 10
11 4140 鎌倉　萌々華(2) ｶﾏｸﾗ ﾓﾓｶ 女子 高　知 香長中 10:29.00 11
12 4145 山下　碧愛　(2) ﾔﾏｼﾀ ｱｵｲ 女子 高　知 香長中 11:38.00 12
13 4193 楠瀬　莉奈　(2) ｸｽﾉｾ ﾘﾅ 女子 高　知 香長中 11:11.00 13
14 4195 岡本　花凛　(1) ｵｶﾓﾄ ｶﾘﾝ 女子 高　知 香長中 11:11.00 14
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**********************************************************
* 女子中学 １００ｍＨ(0.762m) *
**********************************************************
23人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 2019 入江　優楽　(1) ｲﾘｴ ﾕﾗ 女子 岡　山 御南中 19.80 1
2 1307 頓宮　未空　(2) ﾄﾝｸﾞｳﾐｸ 女子 岡　山 吉備中 15.25 2
3 2525 東原　香桜　(2) ﾋｶﾞｼﾊﾗｶｵ 女子 岡　山 吉備中 17.55 3
4 1308 斉藤　　蓮　(2) ｻｲﾄｳﾚﾝ 女子 岡　山 吉備中 18.00 4
5 2530 高木　祥江　(1) ﾀｶｷﾞﾖｼｴ 女子 岡　山 吉備中 19.59 5
6 2531 河田　千尋　(1) ｶﾜﾀﾁﾋﾛ 女子 岡　山 吉備中 17.55 6
7 1477 和田　明日香(2) ﾜﾀﾞ ｱｽｶ 女子 岡　山 岡山大附中 15.47 7
8 369 高平　佳菜　(1) ﾀｶﾋﾗ ｶﾅ 女子 岡　山 山南中 18.50 8
9 460 徐　　伶奈　(2) ｼﾞｮ ﾚｲﾅ 女子 岡　山 和気中 14.74 9

10 136 田原　珠音　(1) ﾀﾊﾗ ｱｶﾈ 女子 岡　山 宇野中 21.29 10
11 137 浜本　香湖　(1) ﾊﾏﾓﾄ ｶｺ 女子 岡　山 宇野中 20.34 11
12 143 佐田國　杏菜(1) ｻﾀﾞｸﾆ ｱﾝﾅ 女子 岡　山 宇野中 12
13 144 三宅　彩花　(1) ﾐﾔｹ ｱﾔｶ 女子 岡　山 宇野中 13
14 147 片山　歩海　(1) ｶﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 女子 岡　山 宇野中 14
15 148 山本　美月　(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 女子 岡　山 宇野中 15
16 496 藤井　里帆　(2) ﾌｼﾞｲ ﾘﾎ 女子 岡　山 倉敷東中 19.12 16
17 493 中村　夏鈴　(1) ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 女子 岡　山 倉敷東中 20.96 17
18 508 中村　茉子　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏｺ 女子 岡　山 倉敷西中 16.07 18
19 1778 下窪　玲那　(1) ｼﾓｸﾎﾞ ﾚﾅ 女子 岡　山 倉敷西中 18.20 19
20 270 吉田　七海　(２) ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 児島中 20
21 635 滝澤　愛美　(1) ﾀｷｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 女子 岡　山 玉島東中 20.00 21
22 1874 岩谷　梓杏　(2) ｲﾜﾀﾆ ｼｱﾝ 女子 岡　山 岡山大安寺中等 17.68 22
23 1300 松本　　彩　(2) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 女子 岡　山 旭東中 15.98 23

**********************************
* 女子中学 走高跳 *
**********************************
26人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 33 新井　　結　(2) ｱﾗｲ ﾕｲ 女子 岡　山 石井中 1m30 1
2 35 藤井　遥香　(2) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 石井中 1m40 2
3 109 幸坂　きらり(2) ｺｳｻｶ ｷﾗﾘ 女子 岡　山 操南中 1m51 3
4 1218 二宮　紫音　(3) ﾆﾉﾐﾔ ｼｵﾝ 女子 岡　山 竜操中 1m45 4
5 2467 赤畠　菜月　(2) ｱｶﾊﾀ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 竜操中 1m30 5
6 1213 中務　葵生　(1) ﾅｶﾂｶｻ ｱｵｲ 女子 岡　山 竜操中 1m30 6
7 1307 頓宮　未空　(2) ﾄﾝｸﾞｳﾐｸ 女子 岡　山 吉備中 1m20 7
8 2525 東原　香桜　(2) ﾋｶﾞｼﾊﾗｶｵ 女子 岡　山 吉備中 1m45 8
9 1308 斉藤　　蓮　(2) ｻｲﾄｳﾚﾝ 女子 岡　山 吉備中 9

10 2531 河田　千尋　(1) ｶﾜﾀﾁﾋﾛ 女子 岡　山 吉備中 10
11 128 木下　愛莉　(2) ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ 女子 岡　山 宇野中 1m30 11
12 130 石井　優芽　(2) ｲｼｲ ﾕﾒ 女子 岡　山 宇野中 1m35 12
13 131 真鍋　菜々子(2) ﾏﾅﾍﾞ ﾅﾅｺ 女子 岡　山 宇野中 1m35 13
14 136 田原　珠音　(1) ﾀﾊﾗ ｱｶﾈ 女子 岡　山 宇野中 1m05 14
15 137 浜本　香湖　(1) ﾊﾏﾓﾄ ｶｺ 女子 岡　山 宇野中 15
16 138 小郷　七海　(1) ｵｺﾞｳ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 宇野中 16
17 139 上山　虹香　(1) ｶﾐﾔﾏ ﾆｺ 女子 岡　山 宇野中 17
18 144 三宅　彩花　(1) ﾐﾔｹ ｱﾔｶ 女子 岡　山 宇野中 1m30 18
19 505 荻田　花菜　(1) ｵｷﾞﾀ ﾊﾅ 女子 岡　山 倉敷西中 1m30 19
20 1784 藪木　　凛　(1) ﾔﾌﾞｷ ﾘﾝ 女子 岡　山 倉敷西中 20
21 281 西本　未弥妃(２) ﾆｼﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 女子 岡　山 児島中 1m35 21
22 214 曽根　琉衣　(2) ｿﾈ ﾙｲ 女子 岡　山 琴浦中 22
23 637 木村　珠羽　(1) ｷﾑﾗ ｼｭｳ 女子 岡　山 玉島東中 1m25 23
24 690 大橋　郁佳　(2) ｵｵﾊｼ ﾌﾐｶ 女子 岡　山 玉島北中 1m35 24
25 823 秋田　汐織　(1) ｱｷﾀ ｼｵﾘ 女子 岡　山 鴨方中 1m30 25
26 825 田中　安由美　(1) ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 女子 岡　山 鴨方中 1m30 26

**********************************
* 女子中学 走幅跳 *
**********************************
26人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 29 高橋　愛夏　(2) ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 石井中 4m15 1
2 113 高瀬　鈴菜　(2) ﾀｶｾ ｽｽﾞﾅ 女子 岡　山 操南中 4m33 2
3 117 古河　陽奈　(1) ｺｶﾞﾜ ﾋﾅ 女子 岡　山 操南中 4m24 3
4 1209 工藤　里莉　(2) ｸﾄﾞｳ ﾘﾘ 女子 岡　山 竜操中 4m61 4
5 2474 原淵　裕子　(2) ﾊﾗﾌﾞﾁ ﾕｳｺ 女子 岡　山 竜操中 3m98 5
6 2471 澤山　優花　(2) ｻﾜﾔﾏ ﾕｳｶ 女子 岡　山 竜操中 4m10 6
7 380 横山　育海　(3) ﾖｺﾔﾏ ﾅﾙﾐ 女子 岡　山 山南中 5m20 7
8 376 中井　梨南　(2) ﾅｶｲ ﾘﾅ 女子 岡　山 山南中 4m77 8
9 367 摺河　史華　(1) ｽﾙｶﾞ ﾌﾐｶ 女子 岡　山 山南中 4m43 9

10 461 津留　杏奈　(2) ﾂﾄﾞﾒ ｱﾝﾅ 女子 岡　山 和気中 4m28 10
11 496 藤井　里帆　(2) ﾌｼﾞｲ ﾘﾎ 女子 岡　山 倉敷東中 4m32 11
12 490 向井　美結　(1) ﾑｶｲ ﾐﾕｳ 女子 岡　山 倉敷東中 12
13 491 丸山　泰佳　(1) ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 倉敷東中 3m73 13
14 493 中村　夏鈴　(1) ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 女子 岡　山 倉敷東中 3m67 14
15 489 鳥家　美紗妃(1) ﾄﾔ ﾐｻｷ 女子 岡　山 倉敷東中 2m95 15
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**********************************
* 女子中学 走幅跳 *
**********************************
26人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
16 504 倉地　彩歌　(2) ｸﾗﾁ ｱﾔｶ 女子 岡　山 倉敷西中 4m43 16
17 515 山下　紫乃　(2) ﾔﾏｼﾀ ｼﾉ 女子 岡　山 倉敷西中 4m11 17
18 2386 楠戸　成美　(1) ｸｽﾄﾞ ﾅﾙﾐ 女子 岡　山 倉敷西中 4m27 18
19 1325 白石　　遥　(2) ｼﾗｲｼ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 新田中 5m04 19
20 744 渡辺　菜穂　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 女子 岡　山 庄中 4m88 20
21 271 齋藤　乃彩　(２) ｻｲﾄｳ ﾉｱ 女子 岡　山 児島中 21
22 276 砂子　美桜　(２) ﾏﾅｺﾞ ﾐｵ 女子 岡　山 児島中 22
23 277 森岡　舞優　(２) ﾓﾘｵｶ ﾏﾕ 女子 岡　山 児島中 23
24 285 安岐　望来　(2) ｱｷ ﾐﾗｲ 女子 岡　山 郷内中 3m82 24
25 287 浅倉　瑞萌　(2) ｱｻｸﾗ ﾐｽﾞﾓ 女子 岡　山 郷内中 3m50 25
26 2426 谷田　心優　(2) ﾀﾆﾀﾞ ﾐﾕｳ 女子 岡　山 倉敷天城中 5m15 26

****************************************************
* 女子中学 砲丸投(2.721kg) *
****************************************************
28人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 9532 奥山　琴未　(1) ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 女子 岡　山 さくら走練 15m51 1
2 1212 田口　美翼　(2) ﾀｸﾞﾁ ﾐﾊﾈ 女子 岡　山 竜操中 8m20 2
3 2517 有汲　颯妃　(2) ｱﾘｸﾐｻﾂｷ 女子 岡　山 吉備中 3
4 1316 武元　凛花　(2) ﾀｹﾓﾄﾘﾝｶ 女子 岡　山 吉備中 7m20 4
5 2530 高木　祥江　(1) ﾀｶｷﾞﾖｼｴ 女子 岡　山 吉備中 5
6 1306 根岸　麻衣　(1) ﾈｷﾞｼﾏｲ 女子 岡　山 吉備中 6m70 6
7 1477 和田　明日香(2) ﾜﾀﾞ ｱｽｶ 女子 岡　山 岡山大附中 8m48 7
8 1476 菅野　帆乃　(2) ｽｶﾞﾉ ﾎﾉ 女子 岡　山 岡山大附中 10m30 8
9 1814 東山　　愛　(2) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 女子 岡　山 桜が丘中 11m99 9

10 463 池田　陽香　(1) ｲｹﾀﾞ ﾖｳｶ 女子 岡　山 和気中 10
11 462 竹内　真帆　(1) ﾀｹｳﾁ ﾏﾎ 女子 岡　山 和気中 11
12 128 木下　愛莉　(2) ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ 女子 岡　山 宇野中 12m35 12
13 129 大山　未由季(2) ｵｵﾔﾏ ﾐﾕｷ 女子 岡　山 宇野中 9m96 13
14 130 石井　優芽　(2) ｲｼｲ ﾕﾒ 女子 岡　山 宇野中 8m14 14
15 131 真鍋　菜々子(2) ﾏﾅﾍﾞ ﾅﾅｺ 女子 岡　山 宇野中 6m82 15
16 139 上山　虹香　(1) ｶﾐﾔﾏ ﾆｺ 女子 岡　山 宇野中 8m22 16
17 146 井上　賀瑚　(1) ｲﾉｳｴ ｶｺ 女子 岡　山 宇野中 17
18 147 片山　歩海　(1) ｶﾀﾔﾏ ｱﾕﾐ 女子 岡　山 宇野中 18
19 494 松永　玲那　(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚｲﾅ 女子 岡　山 倉敷東中 11m71 19
20 2384 髙原　彩華　(2) ﾀｶﾊﾗ ｱﾔｶ 女子 岡　山 倉敷西中 7m83 20
21 2383 今福　聖菜　(1) ｲﾏﾌｸ ｾｲﾅ 女子 岡　山 倉敷西中 21
22 1782 高橋　亜弥　(1) ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 女子 岡　山 倉敷西中 5m86 22
23 1333 山村　麗華　(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾘﾍﾞｶ 女子 岡　山 新田中 6m96 23
24 279 児島　里奈　(２) ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 女子 岡　山 児島中 24
25 268 角南　衣保　(１) ｽﾅﾐ ｲﾎ 女子 岡　山 児島中 25
26 275 深川　亜也菜(１) ﾌｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 女子 岡　山 児島中 26
27 280 永谷　みなみ(１) ﾅｶﾞﾀﾆ ﾐﾅﾐ 女子 岡　山 児島中 27
28 217 阪野　　悦　(2) ｻｶﾉ ｴﾂ 女子 岡　山 琴浦中 8m76 28

****************************************************
* 女子中学 円盤投(1.000kg) *
****************************************************
6人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 129 大山　未由季(2) ｵｵﾔﾏ ﾐﾕｷ 女子 岡　山 宇野中 19m82 1
2 746 平松　開花　(1) ﾋﾗﾏﾂ ｶｲｶ 女子 岡　山 庄中 2
3 279 児島　里奈　(２) ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 女子 岡　山 児島中 3
4 270 吉田　七海　(２) ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 児島中 4
5 268 角南　衣保　(１) ｽﾅﾐ ｲﾎ 女子 岡　山 児島中 5
6 963 真鍋　奈都萌(１) ﾏﾅﾍﾞ ﾅﾂﾒ 女子 岡　山 児島中 6  


