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# 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 3561 尾崎　瀬奈 ｵｻﾞｷ ｾﾅ 男子 兵　庫 復刻ＡＣ 11.50 1
2 3538 大谷　祐介 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 復刻ＡＣ 12.80 2
3 3546 中村　　翼 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 男子 兵　庫 復刻ＡＣ 12.00 3
4 5185 駒井　隆二 ｺﾏｲ ﾘｭｳｼﾞ 男子 兵　庫 姫路市陸協 11.93 4
5 774 笹鹿　晶裕 ｻｻｶ ｱｷﾋﾛ 男子 鳥　取 鳥取ＡＳ 10.88 5
6 9405 政本　泰佑 ﾏｻﾓﾄ ﾀｲｽｹ 男子 岡　山 岡山陸協 6
7 9340 下河　英右 ｼﾓｶﾜ ｴｲｽｹ 男子 岡　山 岡山陸協 12.75 7
8 9398 久世　直人 ｸｾ ﾅｵﾄ 男子 岡　山 岡山陸協 13.59 8
9 9500 山本　真孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 男子 岡　山 岡山陸協 12.50 9

10 3384 東原　健悟 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 11.15 10
11 3412 石井　　忍 ｲｼｲ ｼﾉﾌﾞ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 11.99 11
12 3468 秋山　大祐 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 10.61 12
13 3444 土井　将史 ﾄﾞｲ ﾏｻｼ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 11.50 13
14 3611 安藝　隆二 ｱｷ ﾘｭｳｼﾞ 男子 岡　山 倉敷ＴＦＣ 10.98 14
15 2092 福田　智之 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 男子 岡　山 津山ＴＦＣ 12.30 15
16 2095 難波　秀貴 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ 男子 岡　山 津山ＴＦＣ 11.94 16
17 402 井上　虎太郎(3) ｲﾉｳｴ ｺﾀﾛｳ 男子 岡　山 岡山東商業高 11.85 17
18 1886 守屋　健人　(2) ﾓﾘﾔ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 倉敷青陵高 12.20 18
19 1888 別府　直樹　(2) ﾍﾞｯﾌﾟ ﾅｵｷ 男子 岡　山 倉敷青陵高 11.36 19
20 1872 室山　侑輝　(1) ﾑﾛﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 岡　山 倉敷青陵高 12.00 20
21 1876 近藤　聖太　(1) ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷青陵高 12.20 21
22 1878 檀上　亜里　(1) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｱｻﾄ 男子 岡　山 倉敷青陵高 11.99 22
23 1946 大澄　柊志　(2) ｵｵｽﾐ ｼｭｳｼﾞ 男子 岡　山 倉敷天城高 12.25 23
24 1939 廣瀬　拓人　(2) ﾋﾛｾ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 倉敷天城高 12.12 24
25 1956 前岡　哲斗　(1) ﾏｴｵｶ ﾃﾂﾄ 男子 岡　山 倉敷天城高 13.00 25
26 1950 川東　　晴　(1) ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾊﾙ 男子 岡　山 倉敷天城高 12.18 26
27 5242 岡田　　啓　(2) ｵｶﾀﾞ ｹｲ 男子 岡　山 倉敷工業高 11.75 27
28 5245 中村　晴人　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾋﾄ 男子 岡　山 倉敷工業高 11.22 28
29 5247 中村　澄人　(2) ﾅｶﾑﾗ ｽﾐﾋﾄ 男子 岡　山 倉敷工業高 11.28 29
30 5251 西　晃之介　(2) ﾆｼ ｺｳﾉｽｹ 男子 岡　山 倉敷工業高 11.93 30
31 5252 久葉　誠矢　(1) ｸﾊﾞ ｾｲﾔ 男子 岡　山 倉敷工業高 11.28 31
32 5254 貞方　公利　(1) ｻﾀﾞｶﾀ ﾋｻﾄｼ 男子 岡　山 倉敷工業高 11.64 32
33 5259 柴田　知樹　(1) ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 倉敷工業高 12.18 33
34 5264 赤木　　竜　(1) ｱｶｷﾞ ﾘｮｳ 男子 岡　山 倉敷工業高 12.40 34
35 5386 工藤　雄也　(3) ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 水島工業高 11.23 35
36 5387 竹林　春樹　(3) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 水島工業高 11.90 36
37 5357 濵﨑　　椋　(1) ﾊﾏｻｷ ﾘｮｳ 男子 岡　山 水島工業高 11.83 37
38 5358 久保　雅翔　(1) ｸﾎﾞ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 水島工業高 13.41 38
39 5361 三宅　由高　(1) ﾐﾔｹ ﾕﾀｶ 男子 岡　山 水島工業高 12.12 39
40 5174 谷田　秀斗　(2) ﾀﾆﾀﾞ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 倉敷商業高 11.76 40
41 5175 長谷川　温郎(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂﾛｳ 男子 岡　山 倉敷商業高 12.40 41
42 5176 大野　　駿　(2) ｵｵﾉ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷商業高 11.69 42
43 5177 中田　有哉　(2) ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 倉敷商業高 11.54 43
44 5185 明石　恒希　(2) ｱｶｼ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷商業高 12.78 44
45 5166 八木　和心　(2) ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾄ 男子 岡　山 倉敷商業高 12.75 45
46 5213 藤原　大也　(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾔ 男子 岡　山 倉敷商業高 13.93 46
47 5212 渡邊　浩平　(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 男子 岡　山 倉敷商業高 12.86 47
48 5559 太田　智久　(2) ｵｵﾀ ﾄﾓﾋｻ 男子 岡　山 玉島高 11.23 48
49 5560 古米　慶哉　(2) ﾌﾙﾏｲ ｹｲﾔ 男子 岡　山 玉島高 11.97 49
50 5561 澤田　凜太郎(2) ｻﾜﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 玉島高 12.23 50
51 5562 濱野　悠斗　(2) ﾊﾏﾉ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 玉島高 15.08 51
52 5566 髙石　啓将　(2) ﾀｶｲｼ ｹｲｼｮｳ 男子 岡　山 玉島高 11.53 52
53 5568 中村　介翔　(2) ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 男子 岡　山 玉島高 11.81 53
54 5547 古下　大輝　(1) ﾌﾙｼﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 玉島高 11.98 54
55 5548 能登原　至音(1) ﾉﾄﾊﾗ ｼｵﾝ 男子 岡　山 玉島高 11.71 55
56 5544 平野　涼太　(1) ﾋﾗﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 玉島高 56
57 5745 佐原　悠介　(2) ｻﾊﾗ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 笠岡高 11.93 57
58 5749 野村　優成　(2) ﾉﾑﾗ ﾕｳｾｲ 男子 岡　山 笠岡高 12.05 58
59 5736 西村　駿太朗(1) ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 笠岡高 12.62 59
60 5820 江草　涼生　(2) ｴｸﾞｻ ﾘｮｳ 男子 岡　山 笠岡工業高 13.16 60
61 5821 髙月　竜星　(2) ﾀｶﾂｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 岡　山 笠岡工業高 11.77 61
62 5825 田中　統也　(2) ﾀﾅｶ ﾄｳﾔ 男子 岡　山 笠岡工業高 11.42 62
63 6276 片山　大成　(1) ｶﾀﾔﾏ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 高梁城南高 12.75 63
64 6277 高見　奏多　(1) ﾀｶﾐ ｿｳﾀ 男子 岡　山 高梁城南高 13.03 64
65 251 河本　侑磨　(2) ｺｳﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 岡山一宮高 11.95 65
66 253 勝田　真崇　(2) ｶﾂﾀ ﾏｻﾀｶ 男子 岡　山 岡山一宮高 12.39 66
67 255 山田　赳行　(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾕｷ 男子 岡　山 岡山一宮高 12.00 67
68 258 大本　康太　(2) ｵｵﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 岡　山 岡山一宮高 12.17 68
69 259 小代　祐成　(2) ｵｼﾞﾛ ﾋﾛﾅﾘ 男子 岡　山 岡山一宮高 12.72 69
70 262 茅野　睦生　(1) ｶﾔﾉ ﾑﾂｷ 男子 岡　山 岡山一宮高 12.50 70
71 265 淺沼　伊織　(1) ｱｻﾇﾏ ｲｵﾘ 男子 岡　山 岡山一宮高 12.55 71
72 269 高森　紳二　(1) ﾀｶﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 男子 岡　山 岡山一宮高 12.84 72
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73 298 嘉数　一秀　(1) ｶｽｳ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 男子 岡　山 岡山一宮高 12.04 73
74 5126 千田　晃輝　(2) ｾﾝﾀﾞ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷古城池高 12.10 74
75 5083 髙木　颯太　(1) ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 男子 岡　山 倉敷古城池高 75
76 5081 吉田　澪生　(1) ﾖｼﾀﾞ ﾚｲ 男子 岡　山 倉敷古城池高 12.70 76
77 5088 久米　陽大　(1) ｸﾒ ﾀｶﾋﾛ 男子 岡　山 倉敷古城池高 12.30 77
78 5093 森下　蓮勇　(1) ﾓﾘｼﾀ ﾚｵ 男子 岡　山 倉敷古城池高 13.46 78
79 5085 中村　智也　(1) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男子 岡　山 倉敷古城池高 79
80 5086 田中　真聡　(1) ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 倉敷古城池高 13.15 80
81 688 沼隈　聖輝　(3) ﾇﾏｸﾏ ｾｲｷ 男子 岡　山 関西高 11.01 81
82 691 舩橋　　涼　(3) ﾌﾅﾊｼ ﾘｮｳ 男子 岡　山 関西高 11.15 82
83 6005 猪垣　大佑　(3) ｲｶﾞｷ ﾀｲｽｹ 男子 岡　山 烏城高 12.83 83
84 6024 西山　優斗　(1) ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 烏城高 12.40 84
85 1983 楢崎　晴規　(2) ﾅﾗｻｷ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 京山中 13.60 85
86 1980 石下　煌大　(2) ｲｼｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 京山中 13.80 86
87 1981 小林　総成　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾅﾘ 男子 岡　山 京山中 12.80 87
88 1992 藤原　大翔　(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 京山中 12.30 88
89 1980 千屋　正輝　(1) ﾁﾔ ﾏｻｷ 男子 岡　山 京山中 13.90 89
90 1993 河原　僚祐　(1) ｶﾜﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 京山中 14.20 90
91 1999 今林　　希　(1) ｲﾏﾊﾔｼﾉｿﾞﾐ 男子 岡　山 京山中 13.70 91
92 384 坪井　　廉　(3) ﾂﾎﾞｲ ﾚﾝ 男子 岡　山 中山中 12.18 92
93 378 森本　將太　(1) ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 中山中 13.76 93
94 1697 中村　俊之亮(3) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 男子 岡　山 吉備中 12.28 94
95 1707 渡邉　知隼　(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾔ 男子 岡　山 吉備中 12.40 95
96 1714 前田　一樹　(3) ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 吉備中 13.00 96
97 1713 河原　怜音　(2) ｶﾜﾊﾗ ﾚﾝ 男子 岡　山 吉備中 12.70 97
98 1700 藤森　悠叶　(2) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 吉備中 12.48 98
99 1702 丸山　達也　(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 吉備中 14.00 99

100 1715 村山　颯良　(2) ﾑﾗﾔﾏ ｿﾗ 男子 岡　山 吉備中 12.70 100
101 1698 原　　伊吹　(1) ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 岡　山 吉備中 12.70 101
102 1701 浅沼　卓実　(1) ｱｻﾇﾏ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 吉備中 13.11 102
103 547 森村　颯斗　(2) ﾓﾘﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 高陽中 13.27 103
104 683 尾﨑　泰成　(3) ｵｻﾞｷ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 倉敷北中 11.71 104
105 695 西本　悠人　(1) ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 倉敷北中 13.84 105
106 688 青木　悠太郎(1) ｱｵｷ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 倉敷北中 13.91 106
107 690 小玉　琉斗　(1) ｺﾀﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 男子 岡　山 倉敷北中 12.76 107
108 694 中村　吏玖　(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 男子 岡　山 倉敷北中 13.70 108
109 940 只佐　悠真　(3) ﾀﾀﾞｻ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 庄中 11.78 109
110 932 峯本　大夢　(2) ﾐﾈﾓﾄ ﾋﾛﾑ 男子 岡　山 庄中 11.97 110
111 938 米山　心海　(1) ｺﾒﾔﾏ ｺｳ 男子 岡　山 庄中 13.17 111
112 1192 三宅　紹巴　(1) ﾐﾔｹ ｼﾞｮｳﾊ 男子 岡　山 庄中 14.75 112
113 1181 清水　桂伍　(3) ｼﾐｽﾞ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 連島南中 11.62 113
114 2543 大橋　　葵　(2) ｵｵﾊｼ ｱｵｲ 男子 岡　山 連島南中 12.75 114
115 2542 丹羽　紫音　(2) ﾆﾜ ｼｵﾝ 男子 岡　山 連島南中 12.55 115
116 2547 山本　啓士朗(2) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼﾛｳ 男子 岡　山 連島南中 12.87 116
117 2550 渡邉　勇汰　(2) ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳﾀ 男子 岡　山 連島南中 12.87 117
118 356 西山　泰珠　(3) ﾆｼﾔﾏ ﾀｲｼﾞｭ 男子 岡　山 琴浦中 12.96 118
119 360 奥野　晴喜　(2) ｵｸﾉ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 琴浦中 11.97 119
120 366 杉本　裕太郎(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 琴浦中 12.56 120
121 363 瀨野　太雅　(2) ｾﾉ ﾀｲｶﾞ 男子 岡　山 琴浦中 12.84 121
122 345 石原　有麿　(1) ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 琴浦中 14.63 122
123 7309 阿部　晃士　(2) ｱﾍﾞ ｺｳｼ 男子 広　島 広島大附福山中 11.78 123
124 7312 秋山　琥珀　(2) ｱｷﾔﾏ ｺﾊｸ 男子 広　島 広島大附福山中 12.90 124
125 428 坪井　直紀　(2) ﾂﾎﾞｲ ﾅｵｷ 男子 岡　山 京都産業大 11.16 125
126 1142 稲垣　天斗　(4) ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾄ 男子 岡　山 岡山理科大 11.50 126
127 1140 安東　大輝　(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 岡山理科大 12.52 127
128 1152 廣瀬　正弥　(2) ﾋﾛｾ ﾏｻﾔ 男子 岡　山 岡山理科大 11.71 128
129 1141 今井　大介　(4) ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 岡山理科大 11.01 129
130 2080 齊藤　栄輝　(1) ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 男子 岡　山 広島経済大 10.80 130
131 2079 小藤　　嵐　(1) ｺﾌｼﾞ ﾗﾝ 男子 岡　山 広島経済大 10.84 131
132 1722 岡本　淳也　(2) ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 川崎医療福祉大 11.63 132
133 1724 小見山　宝　(2) ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾗ 男子 岡　山 川崎医療福祉大 11.41 133
134 1707 合田　　諒　(3) ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 岡　山 川崎医療福祉大 11.12 134
135 1703 神門　優行　(3) ｶﾝﾄﾞ ﾕｳｷ 男子 岡　山 川崎医療福祉大 11.54 135
136 2297 坂本　一太　(1) ｻｶﾓﾄ ｲｯﾀ 男子 広　島 福山平成大 11.19 136
137 1586 渡邊　　諒　(3) ﾜﾀﾅﾍ ﾞﾘｮｳ 男子 広　島 福山平成大 12.20 137
138 1576 大坪　柊也　(3) ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾔ 男子 広　島 福山平成大 11.04 138
139 1577 吉川　　諒　(3) ｷｯｶﾜ ﾘｮｳ 男子 広　島 福山平成大 12.20 139
140 1579 古森　大貴　(3) ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 男子 広　島 福山平成大 11.19 140
141 1583 藤瀬　悠也　(3) ﾌｼﾞｾ ｼｭｳﾔ 男子 広　島 福山平成大 11.41 141

******************************
* 男子 ２００ｍ *
******************************
51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 3561 尾崎　瀬奈 ｵｻﾞｷ ｾﾅ 男子 兵　庫 復刻ＡＣ 21.79 1
2 3434 杉香　紀彦 ｽｷﾞｶ ﾉﾘﾋｺ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 25.20 2
3 2095 難波　秀貴 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ 男子 岡　山 津山ＴＦＣ 24.57 3
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4 402 井上　虎太郎(3) ｲﾉｳｴ ｺﾀﾛｳ 男子 岡　山 岡山東商業高 23.66 4
5 1885 角田　航希　(2) ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷青陵高 23.80 5
6 1881 中田　昂宏　(1) ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 岡　山 倉敷青陵高 22.46 6
7 1872 室山　侑輝　(1) ﾑﾛﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 岡　山 倉敷青陵高 24.00 7
8 1878 檀上　亜里　(1) ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｱｻﾄ 男子 岡　山 倉敷青陵高 23.60 8
9 1946 大澄　柊志　(2) ｵｵｽﾐ ｼｭｳｼﾞ 男子 岡　山 倉敷天城高 24.99 9

10 1934 今福　晴紀　(2) ｲﾏﾌｸ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 倉敷天城高 24.60 10
11 5255 秋山　大樹　(1) ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 倉敷工業高 25.20 11
12 5256 長山　　良　(1) ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｮｳ 男子 岡　山 倉敷工業高 26.50 12
13 5257 秋山　陽祐　(1) ｱｷﾔﾏ ﾖｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷工業高 24.27 13
14 5259 柴田　知樹　(1) ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 倉敷工業高 24.90 14
15 5260 仁田　脩生　(1) ﾆﾀ ﾕｳｾｲ 男子 岡　山 倉敷工業高 24.63 15
16 5386 工藤　雄也　(3) ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 水島工業高 22.58 16
17 5547 古下　大輝　(1) ﾌﾙｼﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 玉島高 17
18 5745 佐原　悠介　(2) ｻﾊﾗ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 笠岡高 24.21 18
19 5737 植田　陽斗　(1) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 笠岡高 27.81 19
20 5822 中山　泰成　(2) ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 笠岡工業高 25.28 20
21 253 勝田　真崇　(2) ｶﾂﾀ ﾏｻﾀｶ 男子 岡　山 岡山一宮高 24.80 21
22 255 山田　赳行　(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾕｷ 男子 岡　山 岡山一宮高 24.88 22
23 258 大本　康太　(2) ｵｵﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 岡　山 岡山一宮高 24.66 23
24 265 淺沼　伊織　(1) ｱｻﾇﾏ ｲｵﾘ 男子 岡　山 岡山一宮高 25.50 24
25 269 高森　紳二　(1) ﾀｶﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 男子 岡　山 岡山一宮高 26.20 25
26 298 嘉数　一秀　(1) ｶｽｳ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 男子 岡　山 岡山一宮高 24.90 26
27 5148 真嶌　勝規　(2) ﾏｼﾏ ｼｮｳｷ 男子 岡　山 倉敷古城池高 24.60 27
28 5126 千田　晃輝　(2) ｾﾝﾀﾞ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷古城池高 24.83 28
29 5085 中村　智也　(1) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男子 岡　山 倉敷古城池高 29
30 6019 甲野　陸斗　(2) ｺｳﾉ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 烏城高 30
31 6024 西山　優斗　(1) ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 烏城高 26.49 31
32 1983 楢崎　晴規　(2) ﾅﾗｻｷ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 京山中 27.00 32
33 1981 小林　総成　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾅﾘ 男子 岡　山 京山中 26.55 33
34 1992 藤原　大翔　(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 京山中 25.50 34
35 1980 千屋　正輝　(1) ﾁﾔ ﾏｻｷ 男子 岡　山 京山中 28.00 35
36 693 尾上　　聡　(2) ｵﾉｳｴ ｻﾄｼ 男子 岡　山 倉敷北中 25.63 36
37 685 海士部　颯　(2) ｱﾏﾍﾞ ﾊﾔﾃ 男子 岡　山 倉敷北中 25.30 37
38 684 子　裕希人(2) ｺﾄｼﾞ ﾕｷﾄ 男子 岡　山 倉敷北中 25.94 38
39 940 只佐　悠真　(3) ﾀﾀﾞｻ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 庄中 23.59 39
40 932 峯本　大夢　(2) ﾐﾈﾓﾄ ﾋﾛﾑ 男子 岡　山 庄中 24.60 40
41 2543 大橋　　葵　(2) ｵｵﾊｼ ｱｵｲ 男子 岡　山 連島南中 26.25 41
42 2542 丹羽　紫音　(2) ﾆﾜ ｼｵﾝ 男子 岡　山 連島南中 25.89 42
43 360 奥野　晴喜　(2) ｵｸﾉ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 琴浦中 24.77 43
44 363 瀨野　太雅　(2) ｾﾉ ﾀｲｶﾞ 男子 岡　山 琴浦中 26.93 44
45 369 安原　銀次　(2) ﾔｽﾊﾗ ｷﾞﾝｼﾞ 男子 岡　山 琴浦中 26.67 45
46 7309 阿部　晃士　(2) ｱﾍﾞ ｺｳｼ 男子 広　島 広島大附福山中 25.00 46
47 2269 瀬尾　瑞規　(1) ｾｵ ﾐｽﾞｷ 男子 岡　山 岡山理科大 47
48 2080 齊藤　栄輝　(1) ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 男子 岡　山 広島経済大 22.09 48
49 1707 合田　　諒　(3) ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 岡　山 川崎医療福祉大 22.87 49
50 2209 内海　誠司郎(1) ｳﾂﾐ ｾｲｼﾛｳ 男子 岡　山 川崎医療福祉大 24.35 50
51 1579 古森　大貴　(3) ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 男子 広　島 福山平成大 22.75 51
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* 男子 １５００ｍ *
**********************************
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# 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 9384 大森　誠也 ｵｵﾓﾘ ｾｲﾔ 男子 岡　山 岡山陸協 4:20.00 1
2 3499 加藤　吉則 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 男子 岡　山 玉島の森ｸﾗﾌﾞ 5:10.00 2
3 3833 森下　　久 ﾓﾘｼﾀ ﾋｻｼ 男子 岡　山 ChaRun 4:10.12 3
4 1871 柴田　祥希　(1) ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｷ 男子 岡　山 倉敷青陵高 4:35.00 4
5 1938 永長　　陸　(2) ﾅｶﾞｵｻ ﾘｸ 男子 岡　山 倉敷天城高 4:25.11 5
6 1936 川西　秀之心(2) ｶﾜﾆｼ ﾋﾃﾞﾉｼﾝ 男子 岡　山 倉敷天城高 4:42.60 6
7 1955 原　　巧作　(1) ﾊﾗ ｺｳｻｸ 男子 岡　山 倉敷天城高 4:57.50 7
8 1958 平松　和馬　(1) ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 男子 岡　山 倉敷天城高 5:05.00 8
9 5179 萩原　優人　(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 倉敷商業高 5:04.00 9

10 5211 佐藤　柊太　(1) ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ 男子 岡　山 倉敷商業高 5:00.00 10
11 5210 佐藤　颯太　(1) ｻﾄｳ ｿｳﾀ 男子 岡　山 倉敷商業高 5:08.00 11
12 5558 髙田　大陽　(2) ﾀｶﾀ ﾀｲﾖｳ 男子 岡　山 玉島高 4:20.64 12
13 5564 片山　匠哉　(2) ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 玉島高 5:09.32 13
14 5570 窪田　理究　(2) ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ 男子 岡　山 玉島高 5:25.55 14
15 5545 中鶴　　颯　(1) ﾅｶﾂﾙ ｿｳ 男子 岡　山 玉島高 4:42.22 15
16 5546 椿本　大貴　(1) ﾂﾊﾞｷﾓﾄ ﾀｲｷ 男子 岡　山 玉島高 5:00.34 16
17 5543 岡邊　隼人　(1) ｵｶﾍﾞ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 玉島高 4:40.41 17
18 5542 川﨑　翔太　(1) ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 玉島高 18
19 5826 藤井　誠一郎(2) ﾌｼﾞｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 笠岡工業高 4:35.83 19
20 6275 飯山　祐規　(1) ｲｲﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 岡　山 高梁城南高 5:07.69 20
21 5125 長尾　颯太　(2) ﾅｶﾞｵ ｿｳﾀ 男子 岡　山 倉敷古城池高 4:23.63 21
22 5090 諏訪　晴大　(1) ｽﾜ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 倉敷古城池高 22
23 5089 中田　大翔　(1) ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 倉敷古城池高 5:00.68 23
24 6005 猪垣　大佑　(3) ｲｶﾞｷ ﾀｲｽｹ 男子 岡　山 烏城高 4:31.93 24
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25 6025 嶋村　竜也　(2) ｼﾏﾑﾗ ﾘｭｳﾔ 男子 岡　山 烏城高 25
26 1984 山本　虎太郎(2) ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 男子 岡　山 京山中 4:58.00 26
27 1994 曲　　佑樹　(2) ﾏｶﾞﾘ ﾕｳｷ 男子 岡　山 京山中 5:01.00 27
28 1993 坂本　英心　(2) ｻｶﾓﾄ ｴｲｼﾝ 男子 岡　山 京山中 5:15.00 28
29 1995 今井　悠輝　(2) ｲﾏｲ ﾕｳｷ 男子 岡　山 京山中 4:57.00 29
30 1999 今林　　希　(1) ｲﾏﾊﾔｼﾉｿﾞﾐ 男子 岡　山 京山中 5:20.00 30
31 1996 川口　峻太朗(1) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 京山中 4:40.00 31
32 388 中上　隆太　(2) ﾅｶｳｴ ﾘｭｳﾀ 男子 岡　山 中山中 5:06.00 32
33 542 右遠　大輝　(3) ｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 高陽中 4:20.00 33
34 537 河本　篤哉　(3) ｺｳﾓﾄ ｱﾂﾔ 男子 岡　山 高陽中 4:23.00 34
35 534 大塚　準斗　(2) ｵｵﾂｶ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 高陽中 5:25.00 35
36 549 故引　大翔　(2) ｺﾋﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 高陽中 4:50.00 36
37 552 小野　彩陽　(2) ｵﾉ ｱｻﾋ 男子 岡　山 高陽中 4:50.00 37
38 545 藤原　侑大　(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 高陽中 5:40.00 38
39 539 榊原　一真　(1) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾏ 男子 岡　山 高陽中 4:54.23 39
40 686 野上　泰我　(2) ﾉｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 男子 岡　山 倉敷北中 6:11.00 40
41 690 中村　亮太　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷北中 4:54.00 41
42 691 永瀬　惺望　(2) ﾅｶﾞｾ ｾｲﾑ 男子 岡　山 倉敷北中 5:42.00 42
43 683 八木　蒼生　(2) ﾔｷﾞ ｿｳ 男子 岡　山 倉敷北中 5:11.85 43
44 691 古川　貴規　(1) ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 男子 岡　山 倉敷北中 6:01.00 44
45 682 山口　准之介(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 男子 岡　山 倉敷北中 5:33.00 45
46 696 橋原　莉久　(1) ﾊｼﾊﾗ ﾘｸ 男子 岡　山 倉敷北中 5:33.00 46
47 686 乙倉　喜一郎(1) ｵﾄｸﾗ ｷｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 倉敷北中 47
48 689 小野寺　亮太(1) ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷北中 5:46.00 48
49 684 和迩　凛太　(1) ﾜﾆ ﾘﾝﾀ 男子 岡　山 倉敷北中 6:21.00 49
50 933 長谷川　凜　(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝ 男子 岡　山 庄中 5:12.00 50
51 2548 有元　　穂　(2) ｱﾘﾓﾄ ﾐﾉﾙ 男子 岡　山 連島南中 5:11.78 51
52 2544 笠井　心翔　(2) ｶｻｲ ｱｲﾄ 男子 岡　山 連島南中 5:24.51 52
53 2545 名和　優樹　(2) ﾅﾜ ﾕｳｷ 男子 岡　山 連島南中 5:11.78 53
54 1880 田中　隼成　(1) ﾀﾅｶ ｼｭﾝｾｲ 男子 岡　山 連島南中 4:52.22 54
55 353 面田　俊輔　(3) ｵﾓﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 岡　山 琴浦中 5:13.78 55
56 350 合田　怜央　(3) ｺﾞｳﾀﾞ ﾚｵ 男子 岡　山 琴浦中 56
57 359 藤原　颯大　(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 琴浦中 5:57.14 57
58 362 小室　拓己　(2) ｺﾑﾛ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 琴浦中 4:55.73 58
59 364 藤原　慧吾　(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 琴浦中 4:45.51 59
60 367 藤原　志進　(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｼﾝ 男子 岡　山 琴浦中 4:40.29 60
61 365 船橋　義貴　(2) ﾌﾅﾊｼ ﾖｼﾀｶ 男子 岡　山 琴浦中 4:50.78 61
62 1616 加藤　大和　(1) ｶﾄｳ ﾔﾏﾄ 男子 岡　山 鴨方中 4:40.55 62
63 1706 堀　　拓生　(4) ﾎﾘ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 川崎医療福祉大 4:40.00 63
64 1576 大崎　倖士朗(3) ｵｵｻｷ ｺｳｼﾛｳ 男子 広　島 福山平成大 4:05.00 64
65 1894 若松　遼大郎(1) ﾜｶﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 愛　媛 福山平成大 4:18.53 65
66 3586 寺尾　　隆 ﾃﾗｵ ﾀｶｼ 男子 岡　山 岡山県庁 5:15.15 66

**********************************
* 男子 ３０００ｍ *
**********************************
41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 3463 大森　雄貴 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 9:30.00 1
2 3443 木村　宣久 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 8:57.00 2
3 2876 小野　喜之 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ 男子 岡　山 倉敷福田走友会 9:16.37 3
4 2891 石井　佑輝 ｲｼｲ ﾕｳｷ 男子 岡　山 倉敷福田走友会 4
5 5385 土居　尚哉　(3) ﾄﾞｲ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 水島工業高 9:26.94 5
6 5395 伊澤　奈央也(3) ｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 水島工業高 9:39.54 6
7 5321 三宅　隼人　(2) ﾐﾔｹ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 水島工業高 9:05.87 7
8 5323 林　　直樹　(2) ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 男子 岡　山 水島工業高 9:14.56 8
9 5352 木下　皓太　(1) ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 男子 岡　山 水島工業高 9:25.47 9

10 5353 加藤　優樹　(1) ｶﾄｳ ﾕｳｷ 男子 岡　山 水島工業高 9:39.41 10
11 5354 中原　祥太　(1) ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 水島工業高 9:26.28 11
12 5356 平木　奏多　(1) ﾋﾗｷ ｶﾅﾀ 男子 岡　山 水島工業高 11:28.35 12
13 5483 藤井　久吾　(2) ﾌｼﾞｲ ｷｭｳｺﾞ 男子 岡　山 倉敷高 10:10.10 13
14 5495 穴井　　匠　(1) ｱﾅｲ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 倉敷高 10:10.10 14
15 1991 大山　晃和　(3) ｵｵﾔﾏ ｱｷｶｽﾞ 男子 岡　山 京山中 9:23.00 15
16 1706 内藤　　十　(3) ﾅｲﾄｳ ﾃﾝ 男子 岡　山 吉備中 11:00.00 16
17 1716 飯田　湧也　(3) ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 吉備中 9:57.00 17
18 1712 若林　瑛大　(3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴｲﾀ 男子 岡　山 吉備中 9:50.00 18
19 2750 佐竹　青空　(3) ｻﾀｹ ｿﾗ 男子 岡　山 吉備中 10:30.00 19
20 1699 犬飼　慶人　(3) ｲﾇｶｲ ﾖｼﾄ 男子 岡　山 吉備中 9:20.00 20
21 1711 林　　純也　(2) ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 吉備中 10:00.00 21
22 1704 三村　風嘉　(2) ﾐﾑﾗ ﾌｳｶﾞ 男子 岡　山 吉備中 10:50.00 22
23 1703 田中　達也　(2) ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 吉備中 10:00.00 23
24 1710 江尻　直生　(2) ｴｼﾞﾘ ﾅｵｷ 男子 岡　山 吉備中 10:30.00 24
25 1709 柴倉　颯汰　(2) ｼﾊﾞｸﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 吉備中 11:30.00 25
26 542 右遠　大輝　(3) ｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 高陽中 9:40.00 26
27 537 河本　篤哉　(3) ｺｳﾓﾄ ｱﾂﾔ 男子 岡　山 高陽中 9:39.00 27
28 690 中村　亮太　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷北中 11:06.00 28
29 687 楢村　唯人　(2) ﾅﾗﾑﾗ ﾕｲﾄ 男子 岡　山 倉敷北中 11:37.00 29
30 688 堀池　昂輝　(2) ﾎﾘｲｹ ｲﾌﾞｷ 男子 岡　山 倉敷北中 10:51.00 30



競技エントリーリスト リスト出力日付：2019/09/10 23:21:02 Page:5
**********************************
* 男子 ３０００ｍ *
**********************************
41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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
31 2540 田川　滉介　(2) ﾀｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 男子 岡　山 連島南中 9:52.90 31
32 352 大賀　郁哉　(3) ｵｵｶﾞ ｲｸﾔ 男子 岡　山 琴浦中 9:37.40 32
33 840 赤澤　晃成　(3) ｱｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 玉島北中 9:42.09 33
34 843 難波　晃大　(3) ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾀ 男子 岡　山 玉島北中 34
35 7301 大田　瑠祥　(3) ｵｵﾀ ﾘｭｳｼｮｳ 男子 広　島 広島大附福山中 9:40.00 35
36 7303 神原　徳至　(3) ｶﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｼ 男子 広　島 広島大附福山中 9:50.00 36
37 7308 三宅　飛鳥　(3) ﾐﾔｹ ｱｽｶ 男子 広　島 広島大附福山中 10:00.00 37
38 7310 中村　清雅　(2) ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾏｻ 男子 広　島 広島大附福山中 9:30.00 38
39 7311 光成　吉平　(2) ﾐﾂﾅﾘ ｷｯﾍﾟｲ 男子 広　島 広島大附福山中 9:30.00 39
40 7305 千田　晃士朗(3) ｾﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 男子 広　島 広島大附福山中 9:15.00 40
41 3586 寺尾　　隆 ﾃﾗｵ ﾀｶｼ 男子 岡　山 岡山県庁 11:45.45 41

**********************************
* 男子 ５０００ｍ *
**********************************
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 9377 佐々木　信耶 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 男子 岡　山 岡山陸協 1
2 3432 谷口　純平 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 15:20.00 2
3 3463 大森　雄貴 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 16:15.00 3
4 3443 木村　宣久 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 15:17.00 4
5 3045 高橋　正尚 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾅｵ 男子 岡　山 倉敷化工 15:10.00 5
6 3055 田中　拳史郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ 男子 岡　山 倉敷化工 16:00.00 6
7 3059 有本　一博 ｱﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 岡　山 倉敷化工 18:00.00 7
8 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 17:38.05 8
9 3494 峠　　哲雄 ﾄｳｹﾞﾃﾂｵ 男子 岡　山 玉島の森ｸﾗﾌﾞ 17:51.39 9

10 254 勝枝　真弘　(2) ｶﾂｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 岡　山 岡山一宮高 16:13.16 10
11 260 味生　拓也　(2) ﾐﾉｵ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 岡山一宮高 16:25.83 11
12 283 坪井　亮哉　(1) ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳﾔ 男子 岡　山 岡山一宮高 17:50.00 12
13 313 荒木　大輝　(1) ｱﾗｷ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 岡山一宮高 18:20.00 13
14 320 宇野　京弥　(1) ｳﾉ ｷｮｳﾔ 男子 岡　山 岡山一宮高 17:30.00 14
15 5087 大森　淳平　(1) ｵｵﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 岡　山 倉敷古城池高 15
16 5502 笹田　拓弥　(3) ｻｻﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 倉敷高 15:30.00 16
17 5463 宮澤　侑太　(2) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 倉敷高 15:30.00 17
18 5464 難波　景期　(2) ﾅﾝﾊﾞ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 倉敷高 15:30.00 18
19 5466 宍戸　皐華　(2) ｼｼﾄﾞ ｺｳﾊ 男子 岡　山 倉敷高 15:30.00 19
20 5489 南條　光希　(1) ﾅﾝｼﾞｮｳ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷高 15:30.00 20
21 5490 廣瀬　　航　(1) ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ 男子 岡　山 倉敷高 15:30.00 21
22 5491 山内　一宏　(1) ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 岡　山 倉敷高 15:30.00 22
23 5493 山田　秀人　(1) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 倉敷高 15:30.00 23
24 5486 菅原　昇真　(1) ｽｶﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 男子 岡　山 倉敷高 15:30.00 24
25 5485 木村　慎之助(1) ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 男子 岡　山 倉敷高 15:30.00 25

**************************************************
* 男子 ４００ｍＨ(0.914m) *
**************************************************
9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 2406 瀧浪　隆太 ﾀｷﾅﾐ ﾘｭｳﾀ 男子 兵　庫 神大かけっこ 1:03.00 1
2 1877 金盛　圭悟　(2) ｶﾅﾓﾘ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 倉敷青陵高 57.22 2
3 1890 戸田　健太　(2) ﾄﾀﾞ ｹﾝﾀ 男子 岡　山 倉敷青陵高 3
4 5241 三宅　和樹　(2) ﾐﾔｹ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 倉敷工業高 59.03 4
5 5261 坂澤　　舜　(1) ｻｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷工業高 5
6 5749 野村　優成　(2) ﾉﾑﾗ ﾕｳｾｲ 男子 岡　山 笠岡高 58.21 6
7 251 河本　侑磨　(2) ｺｳﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 岡山一宮高 57.53 7
8 262 茅野　睦生　(1) ｶﾔﾉ ﾑﾂｷ 男子 岡　山 岡山一宮高 1:03.94 8
9 1292 三倉　巨幹　(4) ﾐｸﾗ ﾅｵｷ 男子 広　島 広島経済大 52.39 9

**************************
* 男子 走幅跳 *
**************************
16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 5185 駒井　隆二 ｺﾏｲ ﾘｭｳｼﾞ 男子 兵　庫 姫路市陸協 6m42 1
2 9340 下河　英右 ｼﾓｶﾜ ｴｲｽｹ 男子 岡　山 岡山陸協 6m10 2
3 1889 守屋　康大　(2) ﾓﾘﾔ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 倉敷青陵高 6m84 3
4 1880 稲垣　陽天　(1) ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾀﾞｶ 男子 岡　山 倉敷青陵高 6m65 4
5 5246 宮原　光規　(2) ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｷ 男子 岡　山 倉敷工業高 5m23 5
6 5251 西　晃之介　(2) ﾆｼ ｺｳﾉｽｹ 男子 岡　山 倉敷工業高 6
7 5174 谷田　秀斗　(2) ﾀﾆﾀﾞ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 倉敷商業高 6m40 7
8 5563 松本　礼生　(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾗｲｷ 男子 岡　山 玉島高 6m30 8
9 5569 江草　亮佑　(2) ｴｸﾞｻ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 玉島高 5m22 9

10 5820 江草　涼生　(2) ｴｸﾞｻ ﾘｮｳ 男子 岡　山 笠岡工業高 5m71 10
11 5825 田中　統也　(2) ﾀﾅｶ ﾄｳﾔ 男子 岡　山 笠岡工業高 6m72 11
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**************************
* 男子 走幅跳 *
**************************
16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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
12 259 小代　祐成　(2) ｵｼﾞﾛ ﾋﾛﾅﾘ 男子 岡　山 岡山一宮高 5m03 12
13 5083 髙木　颯太　(1) ﾀｶｷﾞ ｿｳﾀ 男子 岡　山 倉敷古城池高 5m49 13
14 1980 石下　煌大　(2) ｲｼｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 京山中 4m80 14
15 385 淺野　寛仁　(2) ｱｻﾉ ﾋﾛﾋﾄ 男子 岡　山 中山中 5m55 15
16 1574 野口　尚樹　(4) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵｷ 男子 島　根 福山平成大 6m11 16

********************************************
* 男子 砲丸投(7.260kg) *
********************************************
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 3459 犬飼　邦明 ｲﾇｶｲ ｸﾆｱｷ 男子 岡　山 岡山ＡＣ 11m49 1
2 1589 開内　丈流　(2) ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 男子 広　島 福山平成大 8m53 2
3 1573 川田　佳次　(4) ｶﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ 男子 広　島 福山平成大 11m00 3
4 1584 水成　昂成　(3) ﾐｽﾞﾅﾘ ｺｳｾｲ 男子 広　島 福山平成大 6m59 4

****************************************************
* 男子 高校砲丸投(6.000kg) *
****************************************************
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 1943 井上　倫和　(2) ｲﾉｳｴ ﾉﾘｶｽﾞ 男子 岡　山 倉敷天城高 9m46 1
2 1953 新居　陽輔　(1) ﾆｲ ﾖｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷天城高 8m05 2
3 1959 若林　京冴　(1) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 倉敷天城高 3
4 5244 坂本　健流　(2) ｻｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 男子 岡　山 倉敷工業高 11m67 4
5 5175 長谷川　温郎(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂﾛｳ 男子 岡　山 倉敷商業高 10m84 5
6 5562 濱野　悠斗　(2) ﾊﾏﾉ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 玉島高 7m96 6
7 257 坪井　聡汰　(2) ﾂﾎﾞｲ ｿｳﾀ 男子 岡　山 岡山一宮高 10m89 7
8 5100 井上　将汰　(1) ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷古城池高 6m70 8
9 5092 池上　雅泰　(1) ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔｽ 男子 岡　山 倉敷古城池高 9m72 9

10 6014 溝手　琉斗　(2) ﾐｿﾞﾃ ﾘｭｳﾄ 男子 岡　山 烏城高 6m57 10

****************************************************
* 男子 中学砲丸投(5.000kg) *
****************************************************
3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 1194 田中　寿芽　(3) ﾀﾅｶ ｼｭｳｶﾞ 男子 岡　山 庄中 13m64 1
2 1193 樋口　　諒　(2) ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 岡　山 庄中 7m25 2
3 2551 渡部　敬太　(2) ﾜﾀﾍﾞ ｹｲﾀ 男子 岡　山 連島南中 8m43 3

********************************************
* 男子 円盤投(2.000kg) *
********************************************
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 1290 廣田　皓大　(4) ﾋﾛﾀ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 広島経済大 35m86 1
2 1713 柾岡　真太朗(4) ﾏｻｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 川崎医療福祉大 37m67 2
3 1589 開内　丈流　(2) ﾋﾗｷｳﾁ ﾀｹﾙ 男子 広　島 福山平成大 25m00 3
4 1573 川田　佳次　(4) ｶﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ 男子 広　島 福山平成大 26m43 4
5 1584 水成　昂成　(3) ﾐｽﾞﾅﾘ ｺｳｾｲ 男子 広　島 福山平成大 21m19 5

****************************************************
* 男子 高校円盤投(1.750kg) *
****************************************************
8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 1943 井上　倫和　(2) ｲﾉｳｴ ﾉﾘｶｽﾞ 男子 岡　山 倉敷天城高 27m29 1
2 1953 新居　陽輔　(1) ﾆｲ ﾖｳｽｹ 男子 岡　山 倉敷天城高 19m85 2
3 5244 坂本　健流　(2) ｻｶﾓﾄ ﾀｹﾙ 男子 岡　山 倉敷工業高 29m93 3
4 5175 長谷川　温郎(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂﾛｳ 男子 岡　山 倉敷商業高 27m14 4
5 5563 松本　礼生　(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾗｲｷ 男子 岡　山 玉島高 5
6 257 坪井　聡汰　(2) ﾂﾎﾞｲ ｿｳﾀ 男子 岡　山 岡山一宮高 29m16 6
7 5091 角田　　航　(1) ｶﾄﾞﾀ ﾜﾀﾙ 男子 岡　山 倉敷古城池高 22m30 7
8 5092 池上　雅泰　(1) ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔｽ 男子 岡　山 倉敷古城池高 22m15 8
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****************************************************
* 男子 中学円盤投(1.500kg) *
****************************************************
1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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 384 坪井　　廉　(3) ﾂﾎﾞｲ ﾚﾝ 男子 岡　山 中山中 1

******************************
* 女子 １００ｍ *
******************************
82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 3558 土居　あゆみ ﾄﾞｲ ｱﾕﾐ 女子 兵　庫 復刻ＡＣ 13.51 1
2 3460 藤原　なつみ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 岡山ＡＣ 13.71 2
3 1898 中尾　佑衣　(2) ﾅｶｵ ﾕｲ 女子 岡　山 倉敷青陵高 13.36 3
4 1930 岸本　　彩　(2) ｷｼﾓﾄ ｱﾔ 女子 岡　山 倉敷天城高 14.50 4
5 1948 富岡　　楓　(1) ﾄﾐｵｶ ｶｴﾃﾞ 女子 岡　山 倉敷天城高 14.15 5
6 5181 布利幡　里奈(2) ﾌﾘﾊﾀ ﾘﾅ 女子 岡　山 倉敷商業高 13.70 6
7 5184 鳥越　さくら(2) ﾄﾘｺﾞｴ ｻｸﾗ 女子 岡　山 倉敷商業高 14.52 7
8 5207 田中　真弥　(2) ﾀﾅｶ ﾏﾔ 女子 岡　山 倉敷商業高 15.29 8
9 5208 髙山　青空　(1) ﾀｶﾔﾏ ｿﾗ 女子 岡　山 倉敷商業高 13.71 9

10 5209 高月　茅李　(1) ﾀｶﾂｷ ﾁﾘ 女子 岡　山 倉敷商業高 10
11 5201 西村　茉紘　(1) ﾆｼﾑﾗ ﾏﾋﾛ 女子 岡　山 倉敷商業高 14.52 11
12 5552 樋口　愛実　(2) ﾋｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 玉島高 15.41 12
13 5555 中務　桃花　(2) ﾅﾏﾂｶｻ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 玉島高 13.66 13
14 5556 青木　　葵　(2) ｱｵｷ ｱｵｲ 女子 岡　山 玉島高 14.65 14
15 5741 小塚　由記　(1) ｵﾂﾞｶ ﾕｷ 女子 岡　山 笠岡高 14.93 15
16 6271 橋川　　楓　(1) ﾊｼｶﾜ ｶｴﾃﾞ 女子 岡　山 高梁城南高 14.58 16
17 6274 大場　心愛　(1) ｵｵﾊﾞ ｺｺｱ 女子 岡　山 高梁城南高 14.70 17
18 252 疋田　彩乃　(2) ﾋｷﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 岡　山 岡山一宮高 13.68 18
19 315 田淵　日菜子(1) ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾅｺ 女子 岡　山 岡山一宮高 14.30 19
20 316 小倉　夕奈　(1) ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 岡山一宮高 14.10 20
21 317 竹森　かんな(1) ﾀｹﾓﾘ ｶﾝﾅ 女子 岡　山 岡山一宮高 14.52 21
22 318 新井　　結　(1) ｱﾗｲ ﾕｲ 女子 岡　山 岡山一宮高 14.70 22
23 5096 白石　　遥　(1) ｼﾗｲｼ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 倉敷古城池高 15.00 23
24 5094 白神　帆乃香(1) ｼﾗｶﾞ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 倉敷古城池高 13.56 24
25 2047 御神本　こゆき(3) ﾐｶﾓﾄ ｺﾕｷ 女子 岡　山 京山中 14.90 25
26 2043 山下　芹華　(2) ﾔﾏｼﾀ ｾﾘｶ 女子 岡　山 京山中 14.00 26
27 2044 田尻　真子　(2) ﾀｼﾞﾘ ﾏｺ 女子 岡　山 京山中 13.00 27
28 2042 上原　　萌　(2) ｳｴﾊﾗ ﾓｴ 女子 岡　山 京山中 13.41 28
29 2045 杉本　美紅　(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｸ 女子 岡　山 京山中 13.90 29
30 2053 松本　莉夏　(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｶ 女子 岡　山 京山中 14.20 30
31 2041 國定　那奈　(2) ｸﾆｻﾀﾞ ﾅﾅ 女子 岡　山 京山中 14.20 31
32 2055 堀内　ひかり(1) ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾘ 女子 岡　山 京山中 13.27 32
33 2039 荒金　空来　(1) ｱﾗｶﾈ ｿﾗ 女子 岡　山 京山中 15.20 33
34 2040 上廻　野々花(1) ｶﾐｻｺ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 京山中 15.50 34
35 2041 藤井　菜々子(1) ﾌｼﾞｲﾅﾅｺ 女子 岡　山 京山中 15.60 35
36 2057 木村　香織　(1) ｷﾑﾗ ｶｵﾘ 女子 岡　山 京山中 16.00 36
37 2054 平山　しおり(1) ｷﾑﾗ ｶｵﾘ 女子 岡　山 京山中 15.50 37
38 235 葛原　沙知　(3) ｸｽﾞﾊﾗ ｻﾁ 女子 岡　山 中山中 13.33 38
39 1709 片山　詩菜　(2) ｶﾀﾔﾏ ｼｲﾅ 女子 岡　山 中山中 14.23 39
40 1710 草野　理子　(2) ｸｻﾉ ﾘｺ 女子 岡　山 中山中 14.09 40
41 1320 木口　りおな(2) ｷｸﾞﾁ ﾘｵﾅ 女子 岡　山 吉備中 14.50 41
42 1315 河内　琳香　(2) ｺｳﾁ ﾘﾝｶ 女子 岡　山 吉備中 13.77 42
43 1309 石川　紗妃　(2) ｲｼｶﾜ ｻｷ 女子 岡　山 吉備中 13.93 43
44 1310 伊久　爾子　(2) ｺﾚﾋｻ ﾆｺ 女子 岡　山 吉備中 13.93 44
45 2524 延原　紗耶　(2) ﾉﾌﾞﾊﾗ ｻﾔ 女子 岡　山 吉備中 15.00 45
46 1322 山形　陽香　(2) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 吉備中 14.90 46
47 2520 桑原　花菜子(1) ｸﾜﾊﾞﾗ ｶﾅｺ 女子 岡　山 吉備中 14.48 47
48 1308 佐藤　美咲　(1) ｻﾄｳ ﾐｻｷ 女子 岡　山 吉備中 14.28 48
49 1316 田中　涼葉　(1) ﾀﾅｶ ｽｽﾞﾊ 女子 岡　山 吉備中 14.70 49
50 1323 牧野　愛美　(1) ﾏｷﾉ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 吉備中 14.50 50
51 2517 秋田　結衣　(1) ｱｷﾀ ﾕｲ 女子 岡　山 吉備中 14.90 51
52 2518 藤原　樹理奈(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾘﾅ 女子 岡　山 吉備中 13.89 52
53 2522 楢村　はるか(1) ﾅﾗﾑﾗ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 吉備中 15.00 53
54 403 川添　梨花　(2) ｶﾜｿﾞｴ ﾘﾝｶ 女子 岡　山 高陽中 14.30 54
55 417 内藤　　心　(2) ﾅｲﾄｳ ｺｺﾛ 女子 岡　山 高陽中 13.54 55
56 549 松嶋　日和　(3) ﾏﾂｼﾏ ﾋﾖﾘ 女子 岡　山 倉敷北中 14.04 56
57 551 鴨井　　心　(2) ｶﾓｲ ｺｺﾛ 女子 岡　山 倉敷北中 14.70 57
58 540 平松　愛菜　(2) ﾋﾗﾏﾂ ｱｲﾅ 女子 岡　山 倉敷北中 14.31 58
59 541 澤田　葵衣　(2) ｻﾜﾀﾞ ｱｵｲ 女子 岡　山 倉敷北中 14.11 59
60 554 松原　歩乃花(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 倉敷北中 13.65 60
61 539 清永　侑愛　(2) ｷﾖﾅｶﾞ ﾕｱ 女子 岡　山 倉敷北中 61
62 555 島田　紗那　(2) ｼﾏﾀﾞ ｻﾅ 女子 岡　山 倉敷北中 13.40 62
63 753 廣川　結衣　(2) ﾋﾛｶﾜ ﾕｲ 女子 岡　山 庄中 13.67 63
64 751 永井　悠菜　(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 庄中 14.98 64
65 749 細羽　彩良　(1) ﾎｿﾊﾞ ｻﾗ 女子 岡　山 庄中 15.99 65
66 745 大戸　菜月　(1) ｵｵﾄ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 庄中 15.16 66
67 750 島野　莉緒　(1) ｼﾏﾉ ﾘｵ 女子 岡　山 庄中 15.25 67
68 750 小田切　友那(1) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 庄中 14.30 68
69 1893 山口　菜々心(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 連島南中 13.02 69
70 1894 佐藤　　結　(2) ｻﾄｳ ﾕｲ 女子 岡　山 連島南中 14.34 70
71 1898 長尾　理虹　(2) ﾅｶﾞｵ ﾘｺ 女子 岡　山 連島南中 14.50 71
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******************************
* 女子 １００ｍ *
******************************
82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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
72 1899 石井　優衣香(2) ｲｼｲ ﾕｲｶ 女子 岡　山 連島南中 14.86 72
73 1896 古下　美菜　(2) ﾌﾙｼﾀ ﾐﾅ 女子 岡　山 連島南中 13.73 73
74 1895 黒岡　紀陽　(2) ｸﾛｵｶ ｷﾊﾙ 女子 岡　山 連島南中 16.80 74
75 1910 佐藤　　華　(1) ｻﾄｳ ﾊﾅ 女子 岡　山 連島南中 15.12 75
76 1912 草葉　芽衣　(1) ｸｻﾊﾞ ﾒｲ 女子 岡　山 連島南中 15.42 76
77 221 内田　望愛　(2) ｳﾁﾀﾞ ﾐﾋﾛ 女子 岡　山 琴浦中 14.75 77
78 227 難波　瑠菜　(2) ﾅﾝﾊﾞ ﾙﾅ 女子 岡　山 琴浦中 14.53 78
79 230 原田　珠里　(2) ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 女子 岡　山 琴浦中 15.12 79
80 703 澁谷　姫那　(1) ｼﾌﾞﾔ ﾋﾅ 女子 岡　山 玉島北中 14.12 80
81 695 松田　萌笑　(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾓｴ 女子 岡　山 玉島北中 13.79 81
82 7306 片山　　彩　(2) ｶﾀﾔﾏ ｱﾔ 女子 広　島 広島大附福山中 14.60 82

******************************
* 女子 ２００ｍ *
******************************
27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 3558 土居　あゆみ ﾄﾞｲ ｱﾕﾐ 女子 兵　庫 復刻ＡＣ 27.90 1
2 3460 藤原　なつみ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 岡山ＡＣ 30.20 2
3 1930 岸本　　彩　(2) ｷｼﾓﾄ ｱﾔ 女子 岡　山 倉敷天城高 28.20 3
4 1948 富岡　　楓　(1) ﾄﾐｵｶ ｶｴﾃﾞ 女子 岡　山 倉敷天城高 28.40 4
5 5183 田野　裕菜　(2) ﾀﾉ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 倉敷商業高 27.18 5
6 5739 宮本　　碧　(1) ﾐﾔﾓﾄ ｱｵｲ 女子 岡　山 笠岡高 6
7 6273 井手　琴葉　(1) ｲﾃﾞ ｺﾄﾊ 女子 岡　山 高梁城南高 7
8 315 田淵　日菜子(1) ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾅｺ 女子 岡　山 岡山一宮高 28.90 8
9 316 小倉　夕奈　(1) ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 岡山一宮高 28.50 9

10 317 竹森　かんな(1) ﾀｹﾓﾘ ｶﾝﾅ 女子 岡　山 岡山一宮高 29.50 10
11 318 新井　　結　(1) ｱﾗｲ ﾕｲ 女子 岡　山 岡山一宮高 29.50 11
12 5095 大島　みほか(1) ｵｵｼﾏ ﾐﾎｶ 女子 岡　山 倉敷古城池高 28.50 12
13 2038 正木　　紗　(2) ﾏｻｷ ｻﾗ 女子 岡　山 京山中 26.78 13
14 2043 山下　芹華　(2) ﾔﾏｼﾀ ｾﾘｶ 女子 岡　山 京山中 28.90 14
15 2044 田尻　真子　(2) ﾀｼﾞﾘ ﾏｺ 女子 岡　山 京山中 28.00 15
16 2042 上原　　萌　(2) ｳｴﾊﾗ ﾓｴ 女子 岡　山 京山中 29.55 16
17 2039 荒金　空来　(1) ｱﾗｶﾈ ｿﾗ 女子 岡　山 京山中 31.00 17
18 2041 藤井　菜々子(1) ﾌｼﾞｲﾅﾅｺ 女子 岡　山 京山中 32.00 18
19 1707 平田　晏理　(2) ﾋﾗﾀ ｱﾝﾘ 女子 岡　山 中山中 28.61 19
20 1708 村田　希望　(2) ﾑﾗﾀ ﾉｿﾞﾐ 女子 岡　山 中山中 31.50 20
21 1320 木口　りおな(2) ｷｸﾞﾁ ﾘｵﾅ 女子 岡　山 吉備中 31.00 21
22 1309 石川　紗妃　(2) ｲｼｶﾜ ｻｷ 女子 岡　山 吉備中 28.90 22
23 1310 伊久　爾子　(2) ｺﾚﾋｻ ﾆｺ 女子 岡　山 吉備中 29.00 23
24 2518 藤原　樹理奈(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾘﾅ 女子 岡　山 吉備中 29.00 24
25 417 内藤　　心　(2) ﾅｲﾄｳ ｺｺﾛ 女子 岡　山 高陽中 28.90 25
26 753 廣川　結衣　(2) ﾋﾛｶﾜ ﾕｲ 女子 岡　山 庄中 28.00 26
27 7306 片山　　彩　(2) ｶﾀﾔﾏ ｱﾔ 女子 広　島 広島大附福山中 30.90 27

**********************************
* 女子 １５００ｍ *
**********************************
36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 5:09.00 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 5:17.85 2
3 1895 井上　朝賀　(2) ｲﾉｳｴ ﾄﾓｶ 女子 岡　山 倉敷青陵高 4:58.00 3
4 1945 小田　侑芽　(2) ｵﾀﾞ ﾕｳﾒ 女子 岡　山 倉敷天城高 5:55.00 4
5 5550 山下　潤子　(2) ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ 女子 岡　山 玉島高 5:09.08 5
6 5738 松浦　里奈　(1) ﾏﾂｳﾗ ﾘﾅ 女子 岡　山 笠岡高 5:47.93 6
7 2050 江口　歩美　(2) ｴｸﾞﾁ ｱﾕﾐ 女子 岡　山 京山中 5:35.00 7
8 2051 小林　芽生　(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 女子 岡　山 京山中 5:22.00 8
9 2049 三浦　帆乃果(2) ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 京山中 5:20.00 9

10 2052 八木　遥菜　(2) ﾔｷﾞ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 京山中 5:50.00 10
11 2048 川元　優芽　(2) ｶﾜﾓﾄ ﾕﾒ 女子 岡　山 京山中 5:50.00 11
12 2056 吉川　真実　(1) ｷｯｶﾜ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 京山中 6:00.00 12
13 2047 藤元　なな　(1) ﾌｼﾞﾓﾄﾅﾅ 女子 岡　山 京山中 5:50.00 13
14 2528 寺園　萌笑　(3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾓｴ 女子 岡　山 吉備中 5:17.00 14
15 1305 角南　弥幸　(3) ｽﾅﾐ ﾐﾕｷ 女子 岡　山 吉備中 5:50.00 15
16 1312 福田　あみ　(2) ﾌｸﾀﾞ ｱﾐ 女子 岡　山 吉備中 5:19.00 16
17 1314 苅田　彩夏　(2) ｶﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 岡　山 吉備中 5:13.00 17
18 1307 川上　湖春　(1) ｶﾜｶﾐ ｺﾊﾙ 女子 岡　山 吉備中 6:00.00 18
19 2521 桐野　留衣　(1) ｷﾘﾉ ﾙｲ 女子 岡　山 吉備中 5:14.00 19
20 1321 大塚　万菜　(1) ｵｵﾂｶ ﾏﾅ 女子 岡　山 吉備中 5:55.00 20
21 1324 岡野　小雪　(1) ｵｶﾉ ｺﾕｷ 女子 岡　山 吉備中 5:57.00 21
22 2519 丸山　海侑　(1) ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ 女子 岡　山 吉備中 5:15.00 22
23 402 高橋　葉月　(3) ﾀｶﾊｼ ﾊﾂﾞｷ 女子 岡　山 高陽中 4:48.00 23
24 405 竹下　暖七　(2) ﾀｹｼﾀ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 高陽中 5:15.00 24
25 543 川本　凰姫　(1) ｶﾜﾓﾄ ｵｳｶ 女子 岡　山 倉敷北中 25
26 747 堀家　捺葵　(2) ﾎﾘｹ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 庄中 5:13.00 26
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**********************************
* 女子 １５００ｍ *
**********************************
36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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
27 1911 田川　千晴　(1) ﾀｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ 女子 岡　山 連島南中 27
28 226 種田　琴之　(2) ﾀﾈﾀﾞ ｺﾄﾉ 女子 岡　山 琴浦中 5:10.95 28
29 232 横田　鈴華　(2) ﾖｺﾀ ﾘﾝｶ 女子 岡　山 琴浦中 6:12.36 29
30 233 若林　瑠月　(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 女子 岡　山 琴浦中 6:19.81 30
31 697 浅野　　馨　(2) ｱｻﾉ ｹｲ 女子 岡　山 玉島北中 5:14.25 31
32 698 守本　結菜　(1) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｲﾅ 女子 岡　山 玉島北中 5:41.88 32
33 699 小寺　愛香　(1) ｺﾃﾞﾗ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 玉島北中 5:29.71 33
34 700 野﨑　千智　(1) ﾉｻﾞｷ ﾁｻﾄ 女子 岡　山 玉島北中 5:45.00 34
35 7301 楠本　京子　(3) ｸｽﾓﾄ ｷｮｳｺ 女子 広　島 広島大附福山中 5:30.00 35
36 7307 福　千彩都　(2) ﾌｸ ﾁｻﾄ 女子 広　島 広島大附福山中 5:17.00 36

**********************************
* 女子 ３０００ｍ *
**********************************
18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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 263 阿式　　杏　(2) ｱｼﾞｷ ｱﾝｽﾞ 女子 岡　山 岡山一宮高 11:28.89 1
2 314 迫田　　明　(1) ｻｺﾀﾞ ﾒｲ 女子 岡　山 岡山一宮高 11:20.00 2
3 319 髙原　夢叶　(1) ﾀｶﾊﾗ ﾕﾒｶ 女子 岡　山 岡山一宮高 3
4 5512 山本　晏佳吏(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 女子 岡　山 倉敷高 9:40.00 4
5 5513 江尻　佳乃　(3) ｴｼﾞﾘ ﾖｼﾉ 女子 岡　山 倉敷高 9:40.00 5
6 5514 山下　夏実　(3) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 倉敷高 9:40.00 6
7 5515 藤田　彩希　(3) ﾌｼﾞﾀ ｻｷ 女子 岡　山 倉敷高 9:40.00 7
8 5516 小野　瑠南　(3) ｵﾉ ﾙﾅ 女子 岡　山 倉敷高 9:40.00 8
9 2038 馬場　瑞希　(3) ﾊﾞﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 女子 岡　山 京山中 11:20.00 9

10 2040 北向　菜々　(3) ｷﾀﾑｶｲ ﾅﾅ 女子 岡　山 京山中 11:20.00 10
11 69 藤田　絹子　(2) ﾌｼﾞﾀ ｷﾇｺ 女子 岡　山 福浜中 11:05.00 11
12 1317 有富　　郁　(3) ｱﾘﾄﾐ ｲｸ 女子 岡　山 吉備中 10:13.00 12
13 1319 真鍋　明好　(2) ﾏﾅﾍﾞ ﾒｲ 女子 岡　山 吉備中 11:13.00 13
14 1311 間野　　結　(2) ﾏﾉ ﾕｲ 女子 岡　山 吉備中 11:13.00 14
15 1318 松尾　莉奈　(1) ﾏﾂｵ ﾘﾅ 女子 岡　山 吉備中 11:00.00 15
16 548 樽岡　琴音　(2) ﾀﾙｵｶ ｺﾄﾈ 女子 岡　山 倉敷北中 16
17 544 久留　真桜　(2) ﾋｻﾄﾒ ﾏｵ 女子 岡　山 倉敷北中 17
18 553 原田　心琴　(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾐｺﾄ 女子 岡　山 倉敷北中 18

**************************************************
* 女子 ４００ｍＨ(0.762m) *
**************************************************
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 1896 虫明　愛実　(2) ﾑｼｱｹ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 倉敷青陵高 1:14.00 1
2 1887 藤井　理帆　(1) ﾌｼﾞｲ ﾘﾎ 女子 岡　山 倉敷青陵高 1:14.00 2
3 1883 中村　茉子　(1) ﾅｶﾑﾗ ﾏｺ 女子 岡　山 倉敷青陵高 1:14.00 3
4 5740 藤井　陽菜　(1) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 笠岡高 1:14.26 4
5 243 楢﨑　理海　(3) ﾅﾗｻｷ ｻﾄﾐ 女子 岡　山 岡山一宮高 1:01.33 5
6 252 疋田　彩乃　(2) ﾋｷﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 岡　山 岡山一宮高 1:08.12 6

**************************
* 女子 走幅跳 *
**************************
20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 6272 橋川　　桜　(2) ﾊｼｶﾜ ｻｸﾗ 女子 岡　山 高梁城南高 4m53 1
2 5151 田中　美尋　(2) ﾀﾅｶ ﾐﾋﾛ 女子 岡　山 倉敷古城池高 4m55 2
3 5150 蟹江　　晶　(2) ｶﾆｴ ｱｷﾗ 女子 岡　山 倉敷古城池高 4m25 3
4 5096 白石　　遥　(1) ｼﾗｲｼ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 倉敷古城池高 4m90 4
5 2045 杉本　美紅　(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｸ 女子 岡　山 京山中 3m80 5
6 235 葛原　沙知　(3) ｸｽﾞﾊﾗ ｻﾁ 女子 岡　山 中山中 4m71 6
7 1710 草野　理子　(2) ｸｻﾉ ﾘｺ 女子 岡　山 中山中 4m76 7
8 245 黒須　菜月　(1) ｸﾛｽ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 中山中 3m65 8
9 242 濱田　飛羽　(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾜ 女子 岡　山 中山中 3m55 9

10 1315 河内　琳香　(2) ｺｳﾁ ﾘﾝｶ 女子 岡　山 吉備中 4m73 10
11 1322 山形　陽香　(2) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 吉備中 3m83 11
12 2520 桑原　花菜子(1) ｸﾜﾊﾞﾗ ｶﾅｺ 女子 岡　山 吉備中 3m96 12
13 1308 佐藤　美咲　(1) ｻﾄｳ ﾐｻｷ 女子 岡　山 吉備中 3m70 13
14 1316 田中　涼葉　(1) ﾀﾅｶ ｽｽﾞﾊ 女子 岡　山 吉備中 3m50 14
15 1323 牧野　愛美　(1) ﾏｷﾉ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 吉備中 3m50 15
16 403 川添　梨花　(2) ｶﾜｿﾞｴ ﾘﾝｶ 女子 岡　山 高陽中 4m32 16
17 691 中藤　千亜利(1) ﾅｶﾄｳ ｾｱﾘ 女子 岡　山 玉島北中 3m40 17
18 696 湯川　羽奈乃(1) ﾕｶﾜ ﾊﾅﾉ 女子 岡　山 玉島北中 3m44 18
19 7303 丹羽　彩優美(3) ﾆﾜ ｱﾕﾐ 女子 広　島 広島大附福山中 4m61 19
20 1078 渡邊　理沙　(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 女子 岡　山 就実大 20
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********************************************
* 女子 砲丸投(4.000kg) *
********************************************
1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 5750 土屋　百萌華(2) ﾂﾁﾔ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 笠岡高 6m33 1

****************************************************
* 女子 中学砲丸投(2.721kg) *
****************************************************
16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 2046 草野　沙月　(2) ｸｻﾉ ｻﾂｷ 女子 岡　山 京山中 1
2 2040 直井　和佳奈(2) ﾅｵｲ ﾜｶﾅ 女子 岡　山 京山中 2
3 2041 國定　那奈　(2) ｸﾆｻﾀﾞ ﾅﾅ 女子 岡　山 京山中 3
4 2040 上廻　野々花(1) ｶﾐｻｺ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 京山中 4
5 2057 木村　香織　(1) ｷﾑﾗ ｶｵﾘ 女子 岡　山 京山中 5
6 2048 青木　陽香　(1) ｱｵｷ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 京山中 6
7 2054 平山　しおり(1) ｷﾑﾗ ｶｵﾘ 女子 岡　山 京山中 7
8 1706 片山　明香　(2) ｶﾀﾔﾏ ｱｽｶ 女子 岡　山 中山中 7m24 8
9 2524 延原　紗耶　(2) ﾉﾌﾞﾊﾗ ｻﾔ 女子 岡　山 吉備中 7m48 9

10 2517 秋田　結衣　(1) ｱｷﾀ ﾕｲ 女子 岡　山 吉備中 6m00 10
11 2522 楢村　はるか(1) ﾅﾗﾑﾗ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 吉備中 6m00 11
12 552 本田　夏海　(3) ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 倉敷北中 8m50 12
13 748 中山　心音　(2) ﾅﾏﾔﾏ ﾐｵ 女子 岡　山 庄中 8m25 13
14 744 中田　夢菜　(1) ﾅｶﾀﾞ ﾕﾅ 女子 岡　山 庄中 5m94 14
15 222 金谷　杏莉　(2) ｶﾅﾔ ｱﾘ 女子 岡　山 琴浦中 8m57 15
16 225 竹下　弥里　(2) ﾀｹｼﾀ ﾐｻﾄ 女子 岡　山 琴浦中 9m60 16

********************************************
* 女子 円盤投(1.000kg) *
********************************************
2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 1078 渡邊　理沙　(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ 女子 岡　山 就実大 44m27 1
2 1211 足立　琴音　(3) ｱﾀﾞﾁ ｺﾄﾈ 女子 広　島 川崎医療福祉大 26m62 2  


