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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 3/26 高橋　朋也 10.85/-1.5

岡山・GloryAC

中田　有哉　(1) 11.16/-0.1

岡山・川崎医療福祉大

北　　優也 11.22/-1.5

岡山・三菱自動車水島

佐伯　博嗣 11.23/-1.5

岡山・岡山ＡＣ

只佐　悠真　(3) 11.30/-1.5

岡山・倉敷南高

古下　大輝　(3) 11.34/-0.1

岡山・玉島高

坪井　直紀　(4) 11.34/-1.5

岡山・京都産業大

大屋　唯人 11.37/-0.1

岡山・三菱自動車水島

１５００ｍ 3/26 河合　悠也　(1)  4:08.26

岡山・倉敷高

國代　雄大　(1)  4:13.67

岡山・倉敷高

凪　恒之介　(2)  4:17.81

岡山・倉敷高

後河　　藍　(2)  4:18.32

岡山・倉敷高

谷口　友章  4:18.89

岡山・岡山陸協

今田　湧也  4:20.86

岡山・GloryAC

北村　　蓮　(1)  4:20.93

岡山・庄中

郡　　大和　(2)  4:21.35

岡山・倉敷南高

３０００ｍ 3/26 田中　拳史郎  9:14.52

岡山・倉敷化工

高橋　正尚  9:14.94

岡山・岡山陸協

木戸　　颯　(2)  9:15.85

岡山・倉敷天城高

首藤　海翔　(2)  9:42.67

岡山・東陽中

田川　淳一  9:52.12

岡山・岡山ＡＣ

竹下　朋希　(2)  9:56.22

岡山・東陽中

川野　智義　(2)  9:56.33

岡山・東陽中

井上　　良　(1) 10:00.52

岡山・井村ＲＣ

走幅跳 3/26 藤原　駿也   7m41/+2.0

愛媛・レディ薬局

柳井　泰功   6m86/+2.3

岡山・岡山ＡＣ

岩本　虎太郎(2)   5m53/+1.8

岡山・倉敷南高

河部　サトシ   4m59/+1.6

岡山・ＫＮＤ．ＴＣ

砲丸投

(7.260kg)

出場者なし

砲丸投

(6.000kg)

出場者なし

男子

１００ｍ 3/26 島田　柚葉　(2) 12.80/-1.0

岡山・倉敷商業高

坂本　小春　(1) 12.85/-1.0

岡山・倉敷中央高

三宅　真理奈 13.02/-1.0

岡山・ＣＲＣ

若松　穂乃華(2) 13.13/-0.8

岡山・倉敷天城高

丸田　紬月　(2) 13.13/-0.8

岡山・倉敷中央高

安井　明日香(2) 13.18/-1.0

岡山・倉敷中央高

髙比良　歩奈(2) 13.20/-0.8

岡山・倉敷中央高

葛原　沙知　(2) 13.33/-0.8

岡山・倉敷中央高

１５００ｍ 3/26 田邊　愛海　(2)  4:50.71

岡山・倉敷高

山本　笑莉　(2)  5:02.65

岡山・倉敷高

神谷　沙希　(1)  5:08.87

岡山・倉敷高

田川　優衣　(1)  5:19.48

岡山・連島南中

小田　姫愛乃(1)  5:20.32

岡山・新田中

田川　千晴　(3)  5:24.52

岡山・連島南中

幡司　結香　(1)  5:30.44

岡山・倉敷第一中

山田　青空　(1)  5:44.85

岡山・倉敷北中

３０００ｍ 3/26 貝原　亜衣梨(2) 11:15.62

岡山・倉敷北中

川上　那奈穂(3) 11:55.55

岡山・郷内中

今川　由彩　(2) 12:20.50

岡山・倉敷第一中

大森　唯蘭　(1) 12:22.18

岡山・新田中

原　　萌花　(2) 13:21.27

岡山・倉敷第一中

難波　陽菜　(2) 13:28.46

岡山・倉敷第一中

走幅跳 3/26 渡邉　日奈　(1)   4m74/+1.0

岡山・川崎医療福祉大

六原　未智　(2)   4m74/-0.5

岡山・金光学園高

野口　果歩　(3)   4m58/+0.8

岡山・倉敷南高

濵﨑　　陽　(1)   4m21/+0.9

岡山・倉敷商業高

水流　歩乃果(2)   4m18/+2.3

岡山・倉敷南高

細川　由宇　(1)   3m35/+0.7

岡山・倉敷商業高

砲丸投

(4.000kg)

3/26 渡邊　結羽　(1)   7m00

岡山・倉敷商業高

女子

１００ｍ 3/26 大西　立空　(2) 11.82/-1.2

岡山・味野中

藤山　倖成　(2) 11.92/-1.2

岡山・東陽中

小玉　琉斗　(3) 11.97/-2.2

岡山・倉敷北中

中川　翔雅　(1) 12.00/-0.3

岡山・倉敷ＴＦＣ

ゴ　　ジン　(2) 12.25/+0.0

岡山・福田南中

小野　友暉　(2) 12.36/-0.6

岡山・倉敷北中

藤岡　幸耶　(2) 12.60/-1.2

岡山・倉敷北中

浅野　翔太　(2) 12.62/+0.0

岡山・船穂中

走幅跳 3/26 小松原　千騎(3)   6m20/+1.7

岡山・倉敷ＴＦＣ

太宰　颯汰　(2)   6m07/+1.7

岡山・GEMSTAR

青木　悠太郎(3)   5m85/+2.5

岡山・倉敷北中

尾崎　友翔　(2)   5m79/+1.2

岡山・倉敷ＴＦＣ

西山　健太郎(2)   5m74/+0.3

岡山・味野中

加藤　　駿　(2)   5m51/+1.9

岡山・連島南中

西本　悠人　(3)   5m32/+1.0

岡山・倉敷北中

木水　雄祥　(2)   5m24/+2.4

岡山・福田南中

砲丸投

(5.000kg)

3/26 濵井　拓磨　(2)   9m33

岡山・郷内中

俣野　　陽　(2)   8m64

岡山・倉敷第一中

梶谷　颯哉　(2)   8m62

岡山・倉敷西中

大森　健聖　(1)   8m10

岡山・倉敷福田中

山﨑　翔大　(2)   7m65

岡山・福田南中

渡邉　天輝　(2)   7m45

岡山・福田南中

平木　秀斗　(2)   6m93

岡山・庄中

男子中
学

１００ｍ 3/26 瀧本　椰々子(1) 13.09/-0.6

岡山・金光学園中

安藤　玲奈　(2) 13.09/-0.6

岡山・清心中

水流　和々花(1) 13.49/-0.6

岡山・金光学園中

枚田　乃々葉(3) 13.50/-0.6

岡山・倉敷ＴＦＣ

田邉　理桜　(3) 13.66/-0.6

岡山・郷内中

和田　　心　(2) 13.70/-0.6

岡山・新田中

村上　帆乃　(2) 13.83/-0.6

岡山・GEMSTAR

枚田　古都葉(1) 14.06/+0.0

岡山・倉敷ＴＦＣ

走幅跳 3/26 鈴木　亜虹　(3)   5m27/-0.1

岡山・倉敷ＴＦＣ

爲房　百恵　(2)   5m03/+0.6

岡山・金光学園中

遠藤　はな　(3)   4m88/+1.3

岡山・倉敷ＴＦＣ

三村　寿心寧(2)   4m54/+0.3

岡山・GEMSTAR

平野　裕理　(2)   3m76/+0.2

岡山・倉敷東中

中山　真音　(2)   3m73/+1.0

岡山・庄中

中村　桜彩　(1)   3m61/+0.5

岡山・新田中

丹地　華子　(1)   3m54/+0.3

岡山・倉敷東中

砲丸投

(2.721kg)

3/26 定森　千央　(2)   8m87

岡山・倉敷第一中

安藤　柚希　(1)   8m13

岡山・倉敷福田中

野原　祇央　(2)   7m81

岡山・倉敷第一中

白川　いちご(1)   7m64

岡山・郷内中

高須　あかり(2)   6m97

岡山・倉敷福田中

渡部　世梨奈(2)   6m24

岡山・新田中

田辺　芽生　(2)   6m08

岡山・倉敷福田中

池宗　ひより(2)   5m50

岡山・倉敷東中

女子中
学

■グラウンドコンディション■

 3月26日 10:00 雨    15.0℃   84％ 東北東 1.4m/s

 3月26日 11:00 雨    14.0℃   88％ 東 1.5m/s

 3月26日 12:00 雨    15.0℃   88％ 東 1.8m/s

 3月26日 13:00 雨    15.0℃   90％ 東 1.2m/s
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審　　判　　長：荒井　　太
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