
性別 種目

１００ｍ 秋山　大祐　　 11.16 奥山　雄大　　 11.17 諏訪　裕祐　　 11.20

風:-1.2 関西(3) 倉敷工(3) 青陵(2)

２００ｍ 徳永　大地　　 22.12 諏訪　裕祐　　 22.22 難波　卓也　　 22.33

風:-0.1 岡山工(2) 青陵(2) 倉敷工(3)

男 ４００ｍ 森　郁也　　　 49.21 難波　卓也　　 49.24 花岡　洋祐　　 49.98

山陽(3) 倉敷工(3) 操山(3)

８００ｍ 渡部　直道　　  1:55.56 森　郁也　　　  1:55.61 監物　稔浩　　  1:57.83

玉野光南(3) 山陽(3) 山陽(3)

子 １５００ｍ 井平　智之　　  4:02.21 岸本　朋紘　　  4:04.03 渡部　直道　　  4:04.99

倉敷(3) 倉敷(2) 玉野光南(3)

５０００ｍ 井平　智之　　 14:56.14 山田　　毅　　 14:56.84 小垰　雄典　　 15:11.98

倉敷(3) 倉敷(3) 興譲館(3)

ト １１０ｍＨ 安部　孝駿　　 14.57 黒田　航太　　 15.38 鶴海　真大　　 15.53

玉野光南(2) 岡山工(3) 倉敷工(3)

４００ｍＨ 安部　孝駿　　 53.22 鶴海　真大　　 55.18 正本　貴宏　　 56.06

玉野光南(2) 倉敷工(3) 玉野光南(3)

ラ ３０００ｍＳＣ 林　優　　　　  9:27.28 国実　大夢　　  9:30.10 安井　雅樹　　  9:31.25

関西(2) 倉敷(3) 岡山工(3)

５０００ｍW 児玉　祐治　　 23:00.87 細中　生麻　　 23:10.18 片岡　大輔　　 23:42.68

玉野光南(3) 邑久(3) 岡山工(3)

ッ ４×１００ｍ 倉敷工 42.17 岡山工 42.23 玉野光南 42.48

   山部　圭介　　    黒田　航太　　    柿本　一樹　　

   奥山　雄大　　    徳永　大地　　    安部　孝駿　　

   滝波　祐樹　　    黒田　寛亮　　    森本　英男　　

ク    難波　卓也　　    原　　誠人　　    山本　雄大　　

４×４００ｍ 玉野光南  3:20.31 岡山工  3:22.87 倉敷天城  3:24.12

   谷川　翔　　　    野崎　晃　　　    齊藤　晃大　　

   正本　貴宏　　    柴田　裕次　　    藤川　善弘　　

   森本　英男　　    黒田　寛亮　　    内堀　元気　　

   安部　孝駿　　    徳永　大地　　    平松　正大　　

走高跳 永山　雄基　　 1m94 山本　雄大　　 1m91 森　英輔　　　 1m88

新見(3) 玉野光南(3) 西大寺(2)

棒高跳 平岡　駿典　　 4m30 山元　勇輝　　 4m10 馬本　大地　　 4m00

フ 玉野光南(3) 玉野光南(3) 理大附(2)

走幅跳 長末　慎之介　   6m91 大枝　優介　　   6m87 奥山　雄大　　   6m84

ィ 操山(3) +0.3 城東(2) +0.4 倉敷工(3) +0.5

三段跳 松井　亮賢　　  14m02 鳥越　信大　　  13m72 羽原　裕一郎　  13m58

｜ 倉敷工(3)+0.6 倉敷商(3)+2.0 倉敷工(2)-0.3

砲丸投 戸田　里　　　  14m41 小牟礼　雅人　  12m75 平野　雄大　　  12m70

ル 玉野光南(3) 倉敷工(3) 倉敷工(2)

円盤投 栢野　景人　　  41m27 大橋　純平　　  36m90 小牟礼　雅人　  36m63

ド 倉敷工(3) 理大附(3) 倉敷工(3)

ハンマー投 栢野　景人　　  50m13 小牟礼　雅人　  49m92 大橋　純平　　  49m86

倉敷工(3) 倉敷工(3) 理大附(3)

やり投 八木　勇馬　　  59m02 三好　貴大　　  50m43 角田　航　　　  49m08

総社南(3) 水島工(3) 倉敷商(3)

混 八種競技 定本　聖矢　　  4954 小林　祐介　　  4888 小野　嵩充　　  4630

成 岡山東商(3) NGR 岡山工(2) 玉野光南(3)

倉敷工業 １５１点 玉野光南 １３０点 岡山工業 ７８点

３位
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１位 ２位



性別 種目 ３位１位 ２位

１００ｍ 石田　美鈴　　 12.61 中井　佑美　　 12.74 清水　祐希　　 12.81

風:-2.2 倉敷中央(2) 岡山東商(3) 倉敷中央(3)

２００ｍ 森永　早紀　　 25.58 中井　佑美　　 25.63 石田　美鈴　　 26.17

女 風:-1.9 倉敷中央(2) 岡山東商(3) 倉敷中央(2)

４００ｍ 中井　佑美　　 57.14 森永　早紀　　 57.36 絹川　友梨　　 59.28

岡山東商(3) NGR 倉敷中央(2) 城東(1)

８００ｍ 堤　愛華　　　  2:14.86 西脇　舞　　　  2:16.81 赤松　弘佳　　  2:20.67

子 興譲館(2) 操山(1) 興譲館(1)

１５００ｍ 小原　　怜　　  4:26.95 赤松　眞弘　　  4:31.76 堤　　愛華　　  4:36.70

興譲館(3) NGR 興譲館(1) 興譲館(2)

３０００ｍ 小原　　怜　　  9:25.21 久保木亜衣　　  9:25.62 戸田　理惠　　  9:37.86

ト 興譲館(3) 興譲館(3) 興譲館(1)

１００ｍＨ 野坂　優　　　 14.95 光木　唯　　　 15.20 石川　早紀　　 15.49

城東(1) 岡山東商(2) 一宮(3)

４００ｍＨ 光木　唯　　　  1:03.78 絹川　友梨　　  1:04.78 吉岡　史穂　　  1:05.07

ラ 岡山東商(2) 城東(1) 玉野光南(3)

３０００ｍＷ 弓削　沙織　　 14:13.62 田中　綾香　　 14:13.79 柏木　衿香　　 14:29.47

金光学園(2) NGR 興譲館(3) NGR 就実(2) NGR

４×１００ｍ 倉敷中央 48.10 岡山東商 48.80 岡山城東 49.49

ッ    松尾　紗也可　    木川　由莉香　    戸井　文子　　

   石田　美鈴　　    中井　佑美　　    川上　裕加　　

   森永　早紀　　    光木　唯　　　    多田　早織　　

   清水　祐希　　    鈴木　契　　　    野坂　優　　　

ク ４×４００ｍ 倉敷中央  3:57.53 岡山東商  4:03.03 岡山一宮  4:04.32

   清水　祐希　　    河合　菜緒　　    石川　早紀　　

   大澤　綾奈　　    光木　唯　　　    若山　志乃　　

   石田　美鈴　　    鈴木　契　　　    野崎　理沙　　

   森永　早紀　　    中井　佑美　　    中田　みさと　

走高跳 加藤　理華　　 1m63 浅野　理恵　　 1m57 和氣　由加里　 1m57

岡山南(3) 岡山南(2) 玉野光南(2)

フ 走幅跳 小林　桃子　　   5m59 清水　祐希　　   5m26 長畑　満里耶　   5m22

ィ 一宮(2)+1.4 倉敷中央(3)+1.2 岡山東商(2)-0.7

｜ 砲丸投 小野　祐紀子　  11m84 宇埜　由望奈　  11m23 平松　佳央里　  10m95

ル 就実(3) 青陵(3) 倉敷中央(3)

ド 円盤投 小野　祐紀子　  43m04 赤木　知香　　  37m45 野代　愛美　　  34m62

就実(3) NGR 倉敷中央(3) 就実(3)

やり投 岡馬　未来　　  43m40 仙木　弓美　　  40m37 白井　夕貴　　  38m97

就実(3) 岡山東商(3) 後楽館(3)

混 七種競技 仙木　弓美　　  4307 村本　恵　　　  3491 星野　未波　　  3419

成 岡山東商(3) 倉敷中央(2) 倉敷中央(2)

岡山東商 １２０点 倉敷中央 １１５点 興譲館 ７７点学校対抗


