
第40回岡山県高等学校陸上競技選手権大会 決勝記録一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年9月１日（土），２日（日）　主催団体名：岡山県高等学校体育連盟陸上競技部 1 / 2

記録主任：蒲　地　直　志 場所 岡山県陸上競技場

性別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1日 １００ｍ 三宅　洋平  11.27 川野　直人  11.32 井口　晃輝  11.39 眞田　明人  11.42 奥山　雄大  11.43 秋山　大祐  11.47 滝波　祐樹  11.62 横山　達哉  12.09

風:-2.2 倉敷工(3) 邑久(3) 美作(3) 岡山工(3) 倉敷工(2) 関西(2) 倉敷工(2) 美作(2)

2日 ２００ｍ 川野　直人  22.07 難波　卓也  22.28 上杉　浩平  22.46 林　和宏   22.67 木村　大輝  22.81 滝波　祐樹  22.90 妹尾　英司  22.99 山本　大地  23.13

風:+0.4 邑久(3) 倉敷工(2) 岡山工(3) 玉野光南(3) 玉野商(3) 倉敷工(2) 一宮(2) 倉敷工(1)

1日 ４００ｍ 難波　卓也  50.13 築山　隆典  50.34 藤原　啓史朗 50.46 森　郁也   50.90 鷺原　正直  51.34 花岡　洋祐  51.56 金子　賢太朗 51.94 難波　祥平  51.99

倉敷工(2) 美作(3) 古城池(3) 山陽(2) 一宮(2) 操山(2) 金光学園(2) 青陵(2)

2日 ８００ｍ 大栁　拓也   1:58.06 監物　稔浩   1:58.43 森　郁也    1:59.12 竹内　秀之   1:59.64 森信　真也   2:00.17 渡部　直道   2:01.04 曽根　孝太郎  2:03.79 田中　成佳   2:05.28

男 山陽(3) 山陽(2) 山陽(2) 山陽(3) 山陽(3) 玉野光南(2) 倉敷(3) 玉野光南(1)

1日 １５００ｍ 狩野　優輝   3:58.72 高橋　俊光   4:00.36 監物　稔浩   4:00.79 国実　大夢   4:04.06 貝原　健太   4:04.26 竹内　秀之   4:04.43 甲斐　昇    4:04.72 岸本　朋紘   4:07.42

子 倉敷(2) 倉敷商(3) 山陽(2) 倉敷(2) 関西(3) 山陽(3) 倉敷(3) 倉敷(1)

2日 ５０００ｍ 井平　智之  14:57.91 高橋　俊光  15:01.94 森谷　和彦  15:15.31 小垰　雄典  15:17.48 兼実　省伍  15:34.28 橋本　龍馬  15:38.77 藤井　裕也  15:44.55 中元　健二  15:55.57

ト 倉敷(2) 倉敷商(3) 倉敷(3) 興譲館(2) 倉敷(2) 興譲館(3) 興譲館(1) 倉敷(3)

1日 １１０ｍＨ 田槇　佑吏生 14.95 黒田　航太  15.02 山室　佑弥  15.19 安部　孝駿  15.35 水畑　和也  15.76 有松　寛   16.16 鶴海　真大  16.19 森本　英男  16.44

ラ 風:+1.9 倉敷工(3) 岡山工(2) 古城池(3) 玉野光南(1) 玉野光南(2) 高松農(3) 倉敷工(2) 玉野光南(1)

2日 ４００ｍＨ 光木　智   53.80 山室　佑弥  55.07 水畑　和也  55.87 池田　智春  56.95 鶴海　真大  57.06 安部　孝駿  57.49 森本　英男  58.30 藤川　善弘  58.49

ッ 倉敷工(3) 古城池(3) 玉野光南(2) 岡山工(3) 倉敷工(2) 玉野光南(1) 玉野光南(1) 天城(2)

1日 ３０００ｍＳＣ 上山田　真也  9:32.60 和田　敏一   9:49.72 加藤　雄二   9:54.71 松原　克博   9:55.06 竹井　彰宏   9:57.41 中岡　禎保   9:59.70 則武　光弘  10:00.68 安井　雅樹  10:05.01

ク 倉敷(3) 倉敷(2) 倉敷(2) 高松農(2) 玉野光南(1) 倉敷(2) 倉敷工(3) 岡山工(2)

1日 ４×１００ｍ 倉敷工B 42.37 倉敷工A 42.71 岡山工A 42.83 玉野光南B 43.42 美作B 43.60 岡山一宮 43.61 岡山工B 44.09 古城池 44.22

   山部　圭介    田槇　佑吏生    黒田　航太    小野　嵩充    田口　慎也    妹尾　英司    竜門　諒    野尻　健人

   奥山　雄大    三宅　洋平    眞田　明人    武田　圭倫    築山　隆典    佐武　学    友浦　淳成　    中西　孝太郎

   滝波　祐樹    光木　智    池田　智春    正本　貴宏    井口　晃輝    森山　誠    柴田　裕次    間野　翔大

   難波　卓也    妹尾　賢司    上杉　浩平    山本　雄大    森谷　成司    鷺原　正直    原　誠人    南部　成俊

2日 ４×４００ｍ 玉野光南B  3:25.17 古城池  3:25.88 倉敷工B  3:26.62 岡山工A  3:27.40 倉敷工A  3:28.21 倉敷青陵A  3:29.65 倉敷天城  3:34.08 岡山一宮  3:36.00

   水畑　和也    野尻　健人    多賀　祐哉    小笠原　淳    田槇　佑吏生    清水　和希    齋藤　晃大    中村　俊裕

   正本　貴宏    山室　佑弥    山部　圭介    池田　智春    三宅　洋平    諏訪　裕祐    内堀　元気    内藤　薫

   安部　孝駿    間野　翔大    滝波　祐樹    眞田　明人    光木　智    池田　章歓    岡村　直人    吉井　健人

   谷川　翔    藤原　啓史朗    難波　卓也    上杉　浩平    平林　久明    難波　祥平    藤川　善弘    妹尾　英司

1日 走高跳 山本　雄大  2m00 松本　貴之  1m94 永山　雄基  1m94 三好　和馬  1m80 竹本　尚平  1m75 柚木　徹郎  1m75 倉敷工(1)

男 玉野光南(2) 関西(3) 新見(2) 水島工(3) 倉敷工(2) 森　英輔   1m75 西大寺(1)

鳥越　淳一  1m75 玉野光南(1)

子 2日 棒高跳 杉岡　達也  3m70 小山　賢司  3m60 平岡　駿典  3m40 馬本　大地  3m40

玉野光南(1) 玉野光南(2) 玉野光南(2) 理大附(1)

フ 1日 走幅跳 大枝　優介    6m91 長末　慎之介   6m55 孫　遜傲     6m51 森山　誠     6m47 小林　祐介    6m30 石川　純     6m27 平岡　駿典    6m22 土井　章     6m21

城東(1)-0.4 操山(2)-2.0 朝日(2)+0.6 一宮(1)-1.3 岡山工(1)-0.2 一宮(3)+0.7 玉野光南(2)+2.4 操山(1)-1.0

ィ 2日 三段跳 佐武　学    13m56 眞田　明人   13m47 大瀧　陽平   13m28 山本　雄大   13m13 羽原　裕一郎  12m89 尾崎　翔平   12m83 松尾　佳浩   12m82 鳥越　淳一   12m73

一宮(2)+1.5 岡山工(3)+1.6 岡山工(3)-0.4 玉野光南(2)-0.5 倉敷工(1)-2.0 高松農(2)-0.3 倉敷工(3)+1.0 玉野光南(1)+0.8

｜ 1日 砲丸投 時岡　祥孝   14m83 野崎　雄介   13m99 小牟礼　雅人  12m09 平野　雄大   11m77 田淵  恭央  11m46 片山　友希   11m36 友浦　淳成　  11m36 山本　大希   11m15

美作(3) NPH､NGR 笠岡商(3) 倉敷工(2) 倉敷工(1) 笠岡商(1) 後楽館(1) 岡山工(3) 笠岡工(2)

ル 2日 円盤投 栢野　景人   43m33 野崎　雄介   41m56 三好　和馬   40m17 大橋　純平   38m66 山崎　友介   37m19 林原　謙裕   36m44 藤田　良之   35m84 中西　健太   34m35

倉敷工(2) 笠岡商(3) 水島工(3) 理大附(2) 倉敷工(1) 津山商(2) 後楽館(2) 関西(3)

ド 1日 ハンマー投 時岡　祥孝   52m76 松尾　佳浩   49m72 栢野　景人   46m93 小牟礼　雅人  46m45 大橋　純平   43m21 水谷　賢太   38m22 山崎　友介   37m81 平野　雄大   36m92

美作(3) NGR 倉敷工(3) NGR 倉敷工(2) 倉敷工(2) 理大附(2) 理大附(3) 倉敷工(1) 倉敷工(1)

2日 やり投 八木　勇馬   51m98 松本　貴之   51m85 松井　弘貴   49m56 野口　智弘   49m37 三好　貴大   47m68 信原　智之   47m13 石井　雄一朗  45m36 真鍋　元    45m23

総社南(2) 関西(3) 金光学園(2) 水島工(3) 水島工(2) 青陵(2) 笠岡工(3) 関西(2)

〔NPH：県高校新記録、NGR：大会新記録〕



第40回岡山県高等学校陸上競技選手権大会 決勝記録一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年9月１日（土），２日（日）　主催団体名：岡山県高等学校体育連盟陸上競技部 2 / 2

記録主任：蒲　地　直　志 場所 岡山県陸上競技場

性別 日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

1日 １００ｍ 石田　美鈴  12.74 田口　果奈  13.01 清水　祐希  13.09 中田　菜奈  13.17 岡本　希望  13.29 若山　志乃  13.38 川上　裕加  13.40 宮本　晃子  13.48

風:-2.5 倉敷中央(1) 美作(3) 倉敷中央(2) 総社南(3) 玉野光南(2) 一宮(2) 城東(1) 美作(3)

2日 ２００ｍ 田口　果奈  25.79 中井　佑美  25.86 石田　美鈴  26.36 光木　唯   26.74 河合　菜緒  26.84 中川　園香  26.88 平田　梓   27.17 野崎　理沙  27.59

女 風:-2.0 美作(3) 岡山東商(2) 倉敷中央(1) 岡山東商(1) 岡山東商(2) 岡山東商(2) 倉敷中央(2) 一宮(1)

1日 ４００ｍ 森永　早紀  57.69 中井　佑美  57.77 河合　菜緒  59.66 鈴木　契   61.14 山村　遥   61.61 中川　園香  62.24 吉本　亜矢  62.72 早崎　朝美  63.22

子 倉敷中央(1) 岡山東商(2) 岡山東商(2) 岡山東商(1) 倉敷中央(3) 岡山東商(2) 倉敷中央(2) 倉敷中央(2)

2日 ８００ｍ 堤　愛華    2:15.70 泉　晶子    2:21.63 金馬　可奈   2:21.99 谷本　未来   2:22.70 笹野　さつき  2:24.92 那須　由希子  2:25.50 石井　愉子   2:30.22 正富　夕子   2:33.02

ト 興譲館(1) 倉敷商(2) 岡山東商(3) 興譲館(1) 倉敷中央(1) 就実(1) 金光学園(2) 西大寺(1)

1日 ３０００ｍ 田淵　三生枝  9:53.07 田中　綾香   9:59.02 三嶋　佐紀  10:00.51 泉　晶子   10:13.02 猪木　美沙子 10:40.01 能登　美和子 10:43.14 那須　由希子 10:51.15 吉岡　唯   10:52.01

ラ 興譲館(2) 興譲館(2) 興譲館(3) 倉敷商(2) 倉敷中央(3) 倉敷商(2) 就実(1) 倉敷商(1)

1日 １００ｍＨ 光木　唯   15.38 石川　早紀  15.40 泉　侑希   15.44 仙木　弓美  15.52 吉岡　史穂  16.49 大澤　綾奈  17.06 藤井　優子  20.58

ッ 風:+0.0 岡山東商(1) 一宮(2) 倉敷商(3) 岡山東商(2) 玉野光南(2) 倉敷中央(1) 倉敷中央(3)

2日 4００ｍＨ 瓜生　千明  65.37 早崎　朝美  67.07 吉岡　史穂  69.38 岡田　麻友子 72.29 若林　利佳  73.58 吉本　亜矢  75.83 塩飽　沙織  79.45

ク 倉敷中央(3) 倉敷中央(2) 玉野光南(2) 玉野光南(2) 倉敷中央(1) 倉敷中央(2) 笠岡(1)

1日 ４×１００ｍ 倉敷中央A 48.61 岡山東商A 48.84 岡山東商B 50.06 倉敷中央B 50.93 玉野光南B 51.36 倉敷商 51.38 岡山後楽館 52.29 岡山一宮 52.31

   平田　梓    林　有希子    中川　園香    平井　万紀子    藤原　千丈    日笠　奈実子    白井　夕貴    小林　桃子

   森永　早紀    松本　真由子    仙木　弓美    山村　遥    岡本　希望    原　ゆりか    小野　祐里    若山　志乃

   石田　美鈴    光木　唯    河合　菜緒    瓜生　千明    吉岡　史穂    井上　真里    藤原　友美    中田　みさと

   清水　祐希    中井　佑美    木川　由莉香    瓜生　愛実    松村　嘉巳    泉　侑希    藤井　彩加    石川　早紀

2日 ４×４００ｍ 岡山東商A  3:59.16 倉敷中央A  4:05.20 岡山東商B  4:06.80 倉敷中央B  4:08.66 岡山一宮  4:16.09 岡山後楽館  4:17.76 玉野光南  4:22.74 古城池  4:27.69

   河合　菜緒    清水　祐希    神坂　文子    瓜生　愛実    中田　みさと    山本　敬子    藤原　千丈    山口　麻衣子

   松本　真由子    早崎　朝美    鈴木　契    山村　遥    石川　早紀    小野　祐里    岡田　麻友子    徳永　祐子

   光木　唯    石田　美鈴    金馬　可奈    平井　万紀子    今西　賀奈子    藤井　彩加    北島　あや華    大賀　由貴子

   中井　佑美    森永　早紀    仙木　弓美    瓜生　千明    野崎　理沙    藤原　友美    吉岡　史穂    森川　優紀

1日 走高跳 加藤　理華  1m57 和氣　由加里 1m57 浅野　理恵  1m54 鹿島　華子  1m51 塚本　美幸  1m45 飯島　千裕  1m40 倉敷中央(1)

岡山南(2) 玉野光南(1) 岡山南(1) 岡山東商(1) 就実(2) 大澤　綾奈  1m40 倉敷中央(1)

女 日笠　奈実子 1m40 倉敷商(2)

子 2日 走幅跳 林　有希子    5m53 中田　菜奈    5m49 小林　桃子    5m37 清水　祐希    5m29 川上　裕加    5m18 秋山　紗智    5m18 平田　梓     5m05 松村　嘉巳    5m03

フ 岡山東商(3)+1.1 総社南(3)+1.4 一宮(1)+2.4 倉敷中央(2) 0.0 城東(1) 0.0 就実(2)+0.7 倉敷中央(2)+0.9 玉野光南(2)+1.5

ィ 2日 砲丸投 吉武　由佳子  11m80 小野　祐紀子  11m20 宇埜　由望奈　  10m75 三村　朱加   10m60 赤木　知香   10m03 野代　愛美    9m98 杉本　真理奈   9m44 平松　佳央里   9m36

｜ 就実(3) 就実(2) 青陵(2) 玉野光南(3) 倉敷中央(2) 就実(2) 就実(1) 倉敷中央(2)

ル 1日 円盤投 小野　祐紀子  43m39 宇埜　由望奈　  35m45 野代　愛美   33m25 吉武　由佳子  32m02 畑中　未奈   31m75 平井　万紀子  29m04 赤木　知香   27m90 村上　恵    27m58

ド 就実(2) NGR 青陵(2) 就実(2) 就実(3) 美作(2) 倉敷中央(3) 倉敷中央(2) 後楽館(3)

2日 やり投 横田　まどか  41m63 岡馬　未来   40m71 平井　万紀子  39m32 仙木　弓美   37m60 瓜生　愛実   35m67 白井　夕貴   31m28 高杉　あゆみ  29m68 中田　愛梨奈  29m57

就実(3) 就実(2) 倉敷中央(3) 岡山東商(2) 倉敷中央(3) 後楽館(2) 総社(2) 総社南(1)

〔NPH：県高校新記録、NGR：大会新記録〕


