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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 5/3 上山　　孟  (3) 12.13/-5.9

岡山・美作高

牧野　雄太  (3) 12.27/-5.9

岡山・津山商業高

岡田　圭吾  (2) 12.44/-2.9

岡山・津山東高

定久　　諒  (2) 12.51/-5.9

岡山・津山高

中田　優雅  (2) 12.66/-2.9

岡山・津山商業高

高橋　直之  (2) 12.70/-5.9

岡山・津山商業高

小阪田　侑也(2) 12.70/-2.9

岡山・林野高

瀧崎　　瑛  (1) 12.74/-3.5

岡山・勝山高

２００ｍ 5/3 白籏　樹希  (3) 23.12/-1.8

岡山・美作高

牧野　雄太  (3) 23.52/-1.8

岡山・津山商業高

出口　舜哉  (3) 23.52/-1.8

岡山・津山商業高

定久　　諒  (2) 23.58/-1.8

岡山・津山高

横山　晃大  (2) 24.42/-1.8

岡山・美作高

高橋　直之  (2) 24.46/-1.8

岡山・津山商業高

岡田　圭吾  (2) 25.13/-4.0

岡山・津山東高

廣野　圭吾  (2) 25.29/-2.4

岡山・津山高専

４００ｍ 5/3 平居　　凌  (3) 51.16

岡山・美作高

髙永　蓮耶  (2) 52.90

岡山・美作高

出口　舜哉  (3) 53.34

岡山・津山商業高

定久　　諒  (2) 53.72

岡山・津山高

白籏　樹希  (3) 54.02

岡山・美作高

岩本　凌佳  (3) 54.15

岡山・津山高

河野　友亮  (2) 54.16

岡山・林野高

小渕　知希  (2) 54.70

岡山・林野高

８００ｍ 5/3 笹木　洸太  (3)  2:05.70

岡山・津山高専

池田　　凌  (2)  2:06.86

岡山・津山東高

居森　圭哉  (2)  2:06.91

岡山・津山高

小渕　知希  (2)  2:11.01

岡山・林野高

枡形　蓮汰  (2)  2:12.67

岡山・津山東高

田村　太一  (3)  2:13.11

岡山・津山東高

市場　太貴  (1)  2:16.11

岡山・勝山高

村亀　真也  (1)  2:25.38

岡山・津山高専

１５００ｍ 5/3 笹木　洸太  (3)  4:21.54

岡山・津山高専

居森　圭哉  (2)  4:27.11

岡山・津山高

山谷　悠介  (2)  4:27.49

岡山・津山高専

枡形　蓮汰  (2)  4:38.34

岡山・津山東高

春名　昌芳  (1)  4:39.89

岡山・津山高

市場　太貴  (1)  4:39.98

岡山・勝山高

河合　駿佑  (2)  4:45.15

岡山・津山高専

杉村　亮祐  (1)  4:53.53

岡山・津山東高

５０００ｍ 5/3 芦田　寛司  (3) 16:31.22

岡山・津山東高

岡本　太郎  (1) 16:43.27

岡山・津山東高

春名　昌芳  (1) 18:15.96

岡山・津山高

和田　一真  (2) 18:25.92

岡山・津山商業高

宮地　宏和  (1) 18:27.97

岡山・津山高

黒田　　歩  (1) 19:11.70

岡山・美作高

稲見　将汰  (2) 19:23.59

岡山・津山商業高

林　　永真  (1) 21:27.83

岡山・津山工業高

走幅跳 5/3 柳井　光一朗(2)   6m51/+3.8

岡山・美作高

上山　　孟  (3)   6m24/+2.8

岡山・美作高

加藤　久比旗(3)   5m58/+4.8

岡山・美作高

下村　龍成  (2)   5m58/+2.7

岡山・津山東高

楠　　佳晃  (2)   5m32/+4.8

岡山・津山商業高

松本　駿太  (1)   4m76/+4.8

岡山・津山高専

小林　拓翔  (1)   4m44/+7.4

岡山・津山高

下山　敦貴  (1)   4m40/+1.4

岡山・津山商業高

三段跳 5/3 上山　　侑  (2)  13m02/+6.0

岡山・美作高

大西　達也  (2)  11m91/+2.0

岡山・津山高

下村　龍成  (2)  11m84/+5.2

岡山・津山東高

牧野　雄太  (3)  11m79/+4.9

岡山・津山商業高

吉田　昇伍  (3)  11m56/+8.0

岡山・美作高

楠　　佳晃  (2)  11m42/+1.6

岡山・津山商業高

やり投

(800g)

5/3 兼本　玲唯  (2)  37m73

岡山・津山東高

葛西　陸斗  (2)  35m19

岡山・津山東高

春名　大地  (2)  33m57

岡山・津山高

中田　優雅  (2)  33m23

岡山・津山商業高

綱澤　彬仁  (3)  29m62

岡山・林野高

小阪田　侑也(2)  28m48

岡山・林野高

寺元　誠二  (1)  19m97

岡山・津山東高

男子

１００ｍ 5/3 佐古　樹奈  (2) 13.76/-2.9

岡山・津山商業高

中川　愛莉  (1) 13.98/-2.9

岡山・美作高

福島　奈実  (2) 13.99/-2.9

岡山・津山高

神野　成香  (2) 14.12/-2.9

岡山・津山東高

久松　由夢  (1) 14.32/-2.9

岡山・美作高

笠原　萌子  (2) 14.67/-2.9

岡山・津山高専

湯川　真由  (1) 15.36/-2.9

岡山・津山東高

片岡　菜摘  (1) 15.38/-1.8

岡山・勝山高

８００ｍ 5/3 緒形　沙耶  (2)  2:48.18

岡山・津山東高

岡田　桃佳  (3)  2:51.12

岡山・勝山高

池上　佳奈  (1)  2:59.72

岡山・津山高

石井　優衣  (1)  3:06.67

岡山・勝山高

吉田　優月  (3)  3:11.34

岡山・津山東高

出口　百恵佳(2)  3:11.56

岡山・勝山高

１５００ｍ 5/3 岡本　葉子  (3)  5:03.45

岡山・津山高

安東　朋香  (3)  5:28.99

岡山・津山東高

岡田　桃佳  (3)  5:55.87

岡山・勝山高

井原　彩智  (1)  6:04.94

岡山・津山高専

三枝　美月  (3)  6:06.09

岡山・津山高

池上　佳奈  (1)  6:07.32

岡山・津山高

出口　百恵佳(2)  6:49.65

岡山・勝山高

女子

■グランドコンディション

 5月 3日 10:00 曇り  20.0℃   65％ 南 3.2m/s

 5月 3日 11:00 曇り  20.0℃   66％ 南東 1.2m/s

 5月 3日 12:00 曇り  20.0℃   66％ 南南東 5.2m/s

 5月 3日 13:00 曇り  19.5℃   64％ 南東 4.0m/s

■主催／岡山県高等学校体育連盟陸上競技部

　　　　一般財団法人岡山陸上競技協会

　　　　岡山県教育委員会
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