
競技会名　 第５４回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会美作地区予選会 岡山県津山陸上競技場

種目

男子

　１００ｍ 福島　悠太 (3) 11"28 馬越　響 (3) 11"39 桑田　聖 (3) 11"52 上山　孟 (2) 11"58 牧野　雄太 (2) 12"05 川﨑　勝之 (3) 12"05 江原　拓海 (3) 12"13 岡﨑　梓恩 (3) 12"13

津山 -１．８ 美作 -１．８ 津山商 -１．８ 美作 -１．８ 津山商 -１．８ 津山 -０．３ 勝山 -１．８ 津山高専 -１．８

　２００ｍ 福島　悠太 (3) 22"82 桑田　聖 (3) 23"08 横山　晃大 (1) 23"49 出口　舜哉 (2) 23"60 川﨑　勝之 (3) 23"95 本庄　育宏 (3) 24"48 大森　隆暉 (2) 24"65 笠原　智貴 (3) 24"74

津山 -２．７ 津山商 -２．７ 美作 -２．７ 津山商 -２．７ 津山 -２．７ 津山商 -２．７ 津山 -２．７ 津山高専 -１．１

　４００ｍ 平居　凌 (2) 52"17 大森　隆暉 (2) 53"56 笠原　智貴 (3) 53"66 出口　舜哉 (2) 54"02 髙永　蓮耶 (1) 54"03 白籏　樹希 (2) 54"38 岡﨑　梓恩 (3) 54"53 岩本　凌佳 (2) 54"93

美作 津山 津山高専 津山商 美作 美作 津山高専 津山

　８００ｍ 柿内　京介 (3) 2'09"45 池田　凌 (1) 2'10"46 中田　恭平 (1) 2'11"35 石田　竜太郎 (3) 2'12"69 笹木　洸太 (2) 2'13"09 小林　一晴 (2) 2'16"56 廣野　翔 (1) 2'18"79 森次　智亮 (3) 2'19"09

美作 津山東 津山高専 美作 津山高専 津山高専 美作 津山工

１５００ｍ 稲見　亮汰 (3) 4'30"08 石田　竜太郎 (3) 4'30"50 柿内　京介 (3) 4'35"85 小林　一晴 (2) 4'38"38 笹木　洸太 (2) 4'39"04 森次　智亮 (3) 4'39"74 安井　雄大 (3) 4'50"94 廣野　翔 (1) 4'51"47

津山商 美作 美作 津山高専 津山高専 津山工 津山高専 美作

　走幅跳 柳井　光一朗 (1) 6m07 村松　隼 (2) 6m03 加藤　久比旗 (2) 5m69 下村　龍成 (1) 5m60 村山　征海 (1) 5m46 谷口　智哉 (3) 5m45 笠原　智貴 (3) 5m37 楠　佳晃 (1) 4m80

美作 ＋１．１ 津山 ＋１．４ 美作 ＋１．９ 津山東 ＋０．４ 美作 ＋１．９ 津山工 ＋１．８ 津山高専 ＋１．１ 津山商 ＋１．２

　やり投 八木　海雄士 (3) 44m31 黒田　将也 (2) 41m51 本庄　育宏 (3) 34m49 山口　智史 (1) 32m20 春名　大地 （1） 29m90 小阪田　侑也 (1) 21m40 中田　優雅 (1) 20m21 高橋　直之 (1) 17m04

美作 津山高専 津山商 美作 津山 林野 津山商 津山商

女子

　１００ｍ 平井　里歩 (2) 13"21 岡本　典子 (2) 14"06 市　美夕羽 (3) 14"30 西本　愛 (3) 14"54 猪俣　有以 (2) 14"69 神野　成香 (1) 14"75 福島　奈実 (1) 14"94 笠原　萌子 (1) 15"55

美作 -２．６ 美作 -２．６ 津山東 -２．６ 津山商 -２．６ 津山 -２．６ 津山東 -２．６ 津山 -２．６ 津山高専 -１．２

１５００ｍ 岡本　葉子 (2) 5'28"56 宇山　紗也夏 (3) 5'33"48 奥田　友理香 (3) 5'48"86 三枝　美月 (2) 5'53"66 藤本　茜 (3) 6'02"36 山本　紗也 (3) 6'04"67 吉田　優月 (2) 6'09"33 香本　絢美 (1) 6'29"76

津山 勝山 津山商 津山 勝山 勝山 津山東 津山商

　やり投 佐古　樹奈 (1) 28m67 大森　早葵 (3) 26m90 西本　愛 (3) 26m14 水井　美沙紀 (2) 23m50 橋本　智子 (3) 23m10 山口　澪香 (3) 22m02 丸尾　綾音 (1) 20m88 光岡　海音 (1) 9m56

津山商 勝山 津山商 津山 津山東 勝山 美作 津山

総務 大上陽之 ５月３日　１０：００　曇り　２２．０℃　４７％　南南西２．１ｍ/ｓ 主催　岡山県高体連陸上競技部

トラック審判長 清水浩之 ５月３日　１１：００　曇り　２２．０℃　４７％　南東２．２ｍ/ｓ 　　　　岡山県教育委員会

跳躍審判長 植月　 透 ５月３日　１２：００　曇り　２２．０℃　４７％　南２．０m/s 　　　　岡山陸上競技協会

投擲審判長 杉山展雄 ５月３日　１３：００　雨　　２２．０℃　４７％　南東１．４ｍ/ｓ

記録主任 原田哲郎

※１００ｍの７位と８位は着差あり

３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

決　勝　記　録　一　覧　表　　　　　男　　　子

平成２７年５月３日(日)

１位 ２位


