
性別 種目 １位 ２位 ３位

１００ｍ 塩見　将輔  10.78 石川　純   10.92 高田　洸大  11.01

風:+1.0 玉野光南(3) 一宮(2) 岡山工(3)

２００ｍ 高山　裕司  22.09 川野　直人  22.28 高田　洸大  22.43

男 風:-0.0 城東(3) 邑久(2) 岡山工(3)

４００ｍ 為本　康平  49.24 高山　裕司  50.11 光木　智   50.56

子 玉野光南(3) 城東(3) 倉敷工(2)

８００ｍ 浜田　大輔   1:57.22 岡崎　達郎   1:57.28 江本　敏彰   1:59.70

ト 玉野光南(3) 西大寺(2) 関西(3)

１５００ｍ 岡崎　達郎   4:01.35 後　　亮次   4:03.68 村上　智一   4:04.45

ラ 西大寺(2) 倉敷(3) 倉敷(2)

５０００ｍ 藤原　昌久  14:49.43 松森　新一  14:54.62 岸本　大直  15:02.24

ッ 倉敷(3) 岡山工(3) 倉敷(3)

５０００ｍＷ 細中　孝彬  23:50.89 岡部　竜也  23:58.38 楠本　浩司  24:03.03

ク 玉野光南(3) 古城池(3) 岡山工(3)

１１０ｍＨ 田中　一輝  15.25 為本　康平  15.28 田槇　佑吏生 15.68

風:+0.7 倉敷工(3) 玉野光南(3) 倉敷工(2)

４００ｍＨ 為本　康平  53.37 田中　一輝  54.77 光木　智   56.53

玉野光南(3) 倉敷工(3) 倉敷工(2)

３０００ｍＳＣ 後　　亮次   9:14.22 上山田　真也  9:16.41 小林　広哉   9:31.54

倉敷(3) 倉敷(2) 倉敷工(3)

４×１００ｍ 玉野光南 42.22 倉敷工 43.04 美作 43.16

   林　和宏    田槇　佑吏生    小坂　一馬

   塩見　将輔    笠原　啓太郎    築山　隆典

   岡﨑　貴史    竹内　聖森    井口　晃輝

   為本　康平    田中　一輝    高田　竜輔

４×４００ｍ 玉野光南  3:20.12 倉敷工  3:23.20 古城池  3:27.67

   塩見　将輔    光木　智    山室　佑弥

   浜田　大輔    笠原　啓太郎    岡部　竜也

   岡﨑　貴史    田中　一輝    山田　大輔

   為本　康平    川内　勇希    藤原　啓史朗

男 走高跳 山本　雄大  1m91 中島　裕輔  1m91 山崎　和訓  1m88

玉野光南(1) 倉敷工(3) 新見(3)

子 棒高跳 鶴海　信敬  4m20 山本　千晶  4m00 小山　剛司  3m80

岡山工(3) 岡山工(3) 理大附(3)

フ 走幅跳 藤原　啓史朗   7m09 塩見　将輔    6m88 富田　浩嗣    6m78

古城池(2)+1.7 玉野光南(3)+0.0 大安寺(3)-1.4

ィ 三段跳 塩見　将輔   14m51 井口　晃輝   14m35 井上　博之   13m60

玉野光南(3)+0.1 美作(2)+0.1 岡山工(3)+0.5

｜ 砲丸投 井上　裕介   13m91 野崎　雄介   13m27 時岡　祥孝   13m07

倉敷工(3) NPR 笠岡商(2) NPR 美作(2) NPR

ル 円盤投 時岡　祥孝   47m86 難波　広隆   43m17 井上　裕介   39m31

美作(2) 後楽館(3) 倉敷工(3)

ド ハンマー投 片岡　拓也   48m99 時岡　祥孝   43m47 井手　計良   40m28

理大附(3) 美作(2) 倉敷工(3)

やり投 東　卓弥    58m72 三宅　惇平   57m85 西森  大展  54m08

一宮(3) 倉敷工(3) 金光学園(2)

８種競技 松本　貴之   4578 井上　博之   4407 山本　博之   4404

関西(2) 岡山工(3) 新見(3)
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性別 種目 １位 ２位 ３位

１００ｍ 阿部　麻奈美 12.29 田口　果奈  12.41 村岡　見帆  12.48

風:+2.3 岡山東商(3) 美作(2) 岡山東商(3)

２００ｍ 村岡　見帆  25.63 片岡　紗希  25.78 田口　果奈  25.80

女 風:+0.0 岡山東商(3) 岡山東商(3) 美作(2)

４００ｍ 片岡　紗希  57.39 守屋　沙織  58.92 中井　佑美  60.40

子 岡山東商(3) 倉敷中央(3) 岡山東商(1)

８００ｍ 福永　真子   2:13.51 小原　怜    2:17.67 川高　ちひろ  2:17.86

ト 興譲館(2) 興譲館(1) 倉敷中央(3)

１５００ｍ 福永　真子   4:31.53 有村　美穂   4:43.60 生島　希乃　  4:44.44

ラ 興譲館(2) NGR 倉敷中央(3) 興譲館(3)

３０００ｍ 前田　美江   9:39.35 髙島　由香　  9:50.07 片岡　皓子　  9:51.50

ッ 興譲館(2) 興譲館(3) 興譲館(3)

３０００ｍＷ 井手　小鈴  14:49.99 佐藤　誠子  14:58.40 新谷　結佳  14:59.42

ク 邑久(2) 就実(3) 邑久(3)

１００ｍＨ 阿部　麻奈美 14.46 水島　麻友子 14.75 岡本　侑子  14.96

風:-0.5 岡山東商(3) NGR 倉敷中央(3) 西大寺(2)

４００ｍＨ 上中田　望  67.42 中井　佑美  67.61 若林　千裕  68.11

岡山東商(3) 岡山東商(1) 玉野光南(2)

４×１００ｍ 岡山東商 48.32 一宮 50.01 倉敷中央 50.42

   阿部　麻奈美    小橋　美紀　    鷺原　範子

   片岡　紗希    尾﨑　友美　　    守屋　沙織

   河合　菜緒    分島　真理子    山村　遥

   村岡　見帆    石川　由実    杉下　千代子

４×４００ｍ 岡山東商  4:00.19 倉敷中央  4:06.13 一宮  4:09.12

   阿部　麻奈美    山村　遥    石川　由実

   村岡　見帆    瓜生　千明    濱野　千尋

   中井　佑美    有村　美穂    小橋　美紀　

   片岡　紗希    守屋　沙織    尾﨑　友美　　

走高跳 松本　真由子 1m66 水島　麻友子 1m60 三浦　彩   1m57

女 岡山東商(2) 倉敷中央(3) 一宮(2)

子 走幅跳 尾﨑　友美　　   5m66 守屋　沙織    5m54 中田　菜奈    5m54

フ 一宮(2)+0.5 倉敷中央(3)-0.4 総社南(2)+0.9

ィ 砲丸投 小野　祥子   12m70 吉武　由佳子  11m51 萬代　知子   10m68

｜ 就実(3) 就実(2) 津山(2)

ル 円盤投 小野　祐紀子  36m94 島田　安祥沙  35m02 難波　敦子   33m58

ド 就実(1) 玉野光南(3) 総社(2)

やり投 栃岡　真弥   40m45 吉田　直代   38m43 白井　夕貴   37m31

津山東(3) 倉敷中央(3) 後楽館(1)

7種競技 水島　麻友子  4708 川上　慶子   4227 松本　真由子  4079

倉敷中央(3) NPR,NGR 倉敷中央(3) 岡山東商(2)


