
性別 日付 種目 １位 ２位 ３位
25日 １００ｍ 宮本　祐樹　　(2) 11.24 竹下　尚志　　(3) 11.32 岡　宗一郎    (2) 11.41

風:-1.6 倉敷工高 倉敷南高 玉野高
26日 ２００ｍ 宮本　祐樹　　(2) 22.18 竹下　尚志　　(3) 22.55 岩橋　悠紀　　(3) 22.69

男 風:+0.6 倉敷工高 倉敷南高 総社南高
24日 ４００ｍ 原田　洵志　　(3) 49.58 山口　誉雄    (3) 50.09 八谷　啓夢    (3) 50.17

津山高 玉野光南高 岡山東商高
子 26日 ８００ｍ 畑田　直樹    (2)  1:57.42 岸本　泰正　　(2)  1:57.52 石田　貴宏　　(2)  1:58.06

玉野光南高 倉敷商高 倉敷天城高
24日 １５００ｍ 森津　翔太　　(3)  4:02.69 岸本　泰正　　(2)  4:02.97 大上　高徳　　(3)  4:03.17

ト 興譲館高 倉敷商高 倉敷高
25日 ５０００ｍ ﾓﾜｳﾗ　ｶﾏｳ　　　(1)14:49.08 森津　翔太　　(3) 15:07.56 藤原　忠昌　　(3) 15:08.51

山陽高 興譲館高 倉敷高
ラ 24日 ５０００ｍＷ 納所　孝行    (3) 22:38.61 土手　悠二    (3) 23:36.23 登川　拓也　　(3) 23:42.64

岡山東商高 NGR 玉野光南高 倉敷高
26日１１０ｍＨ(1.067m)高橋　清太郎  (3) 14.96 山下　輝　　　(3) 15.45 小野　亮太　　(3) 15.67

ッ 風:-0.6 岡山工高 倉敷工高 倉敷南高
25日４００ｍＨ(0.914m)高橋　清太郎  (3) 54.83 丸山　祥幸    (2) 56.20 中津　文彰    (3) 56.75

岡山工高 岡山一宮高 岡山工高
ク 26日 ３０００ｍＳＣ 日笠　高寿　　(2)  9:22.07 川崎　将史    (3)  9:27.84 太田　行紀　　(2)  9:33.19

倉敷高 玉野光南高 倉敷高

25日 ４×１００ｍ 倉敷工 42.68 岡山工 43.03 大安寺 43.25
   西原　清人　　    定岡　真幸    越智　彰久
   武田　勝憲　　    梶原　大資    近藤　直也
   山本　貴倫　　    船越　優治    熊代　哲也
   宮本　祐樹　　    高橋　清太郎    寺尾　和久

26日 ４×４００ｍ 岡山工  3:20.33 倉敷工  3:22.59 新見  3:24.47
   梶原　大資    宮本　祐樹　　    大森　輝延　　
   岡田　拓磨    板谷　敏孝　　　    武田　考司　　
   鳥越　　翔    武田　勝憲　　    矢庭　悟　　　
   高橋　清太郎    行守　浩典　　    小河　直之　　

25日 走高跳 辻本　裕臣　　(3) 1m88 河本　篤典    (3) 1m85 江藤　裕太　　(3) 1m85
笠岡高 西大寺高 倉敷工高

24日 棒高跳 渕本　友太    (2) 4m00 下原　裕輝    (3) 3m40 小山　豊彦    (1) 3m40
男 岡山理科大附高 瀬戸南高 岡山城東高
子 24日 走幅跳 寺尾　和久    (2)   7m20 布上　敏和    (3)   6m92 川内野　真幸  (2)   6m89
フ 岡山大安寺高+3.4 川崎医大附高+2.2 岡山一宮高+2.9
ィ 26日 三段跳 島山　慎平    (2)  13m97 湯浅　達也　　(2)  13m92 熊代　哲也    (3)  13m81
｜ 岡山工高+0.7 落合高-0.7 岡山大安寺高+0.0
ル 24日 砲丸投(5.443kg) 光永　知己    (3)  13m65 宮地　孝明    (3)  13m53 若林　宏旭　　(3)  13m18
ド 岡山一宮高 岡山東商高 金光学園高

26日 円盤投(1.500kg) 春名　優一　　(3)  41m07 谷本　翔太　　(2)  40m32 宮地　孝明    (3)  39m22
美作高 倉敷南高 岡山東商高

24日ハンマー投(6.351kg)若林　宏旭　　(3)  54m98 春名　優一　　(3)  54m03 森岡　正明　　(3)  51m85
金光学園高 NGR 美作高 総社高

25日 やり投 常森　真明    (3)  56m01 川内野　真幸  (2)  53m89 日下　雅之    (1)  52m46
岡山東商高 岡山一宮高 岡山東商高

25日 八種競技 田邉　博之    (3)  5153 森原　亨　　　(3)  4605 須澤　孝則    (1)  4449
玉野光南高 倉敷工高 岡山一宮高

倉敷工業 ８９点 岡山一宮 岡山工業

25日 １００ｍ 森永　陽子    (3) 13.15 小郷　佑佳　　(3) 13.23 福迫　菜美　　(3) 13.32
風:-1.5 岡山一宮高 総社高 倉敷青陵高

26日 ２００ｍ 植月　明子　　(3) 26.58 大倉　浩子    (2) 26.78 永井　悠美    (2) 26.98
風:-0.6 美作高 岡山朝日高 岡山東商高

女 24日 ４００ｍ 植月　明子　　(3) 58.53 濱野　美春    (3) 60.88 岡　　扶美子　(2) 61.29
美作高 岡山操山高 倉敷中央高

26日 ８００ｍ 幸坂　薫　　　(1)  2:17.68 岡田　ルツ子 （3)  2:18.96 横田　枝里　　(3)  2:19.37
子 興譲館高 倉敷南高 興譲館高

24日 １５００ｍ 渡邉　江里子　(3)  4:39.84 中務　理恵　　(2)  4:41.63 岡田　ルツ子 （3)  4:51.53
興譲館高 興譲館高 倉敷南高

男子総合
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ト 25日 ３０００ｍ 山本　未央里　(2) 10:01.29 橋本　沙織　　(3) 10:13.98 重友　梨佐　　(1) 10:26.59
興譲館高 興譲館高 興譲館高

24日 ３０００ｍＷ 池上　由里子　(3) 15:32.33 延藤　友美    (3) 15:54.43 山根　由衣　　(3) 17:20.68
ラ 興譲館高 玉野光南高 興譲館高

26日１００ｍＨ(0.840m)山下　祐佳    (3) 15.46 菱川　直美    (2) 16.11 馬場　美圭    (1) 16.30
風:-0.4 岡山東商高 岡山東商高 岡山工高

ッ 25日４００ｍＨ(0.762m)林　友美      (3) 67.75 廣田　千賀子　(2) 68.31 湯浅　仁美    (3) 69.06
玉野光南高 倉敷商高 岡山東商高

25日 ４×１００ｍ 美作 50.00 岡山東 50.53 一宮 50.80
ク    石浦　敬子　　    小林　菜緒美    中津　智子

   植月　明子　　    永井　悠美    山本　真帆
   大川　恵李佳　    菱川　直美    川本　優美
   阿曽　綾香　　    山下　祐佳    森永　陽子

26日 ４×４００ｍ 倉敷中央  4:07.32 岡山東  4:08.74 美作  4:09.77
   本藤　亜弥子　 NGR    今中　彩    大川　恵李佳　
   内田　陽子　　　    山下　祐佳    植月　明子　　
   杉下　明子　　    永井　悠美    景山　優子　　
   岡　　扶美子　    湯浅　仁美    石浦　敬子　　

24日 走高跳 北山　陽子　　(3) 1m60 空　真奈美    (3) 1m57 湯谷  綾香　　(2) 1m54
女 津山高 玉野光南高 倉敷古城池高
子 25日 走幅跳 横田　博美    (2)   5m54 伊藤　真梨子  (3)   5m40 河合　美由紀  (3)   5m32
フ 就実高+3.6 岡山朝日高+4.5 西大寺高+1.4
ィ 26日 砲丸投(4.000kg) 古市　祐子    (3)  11m13 木下　璃沙    (2)  10m56 畝木　佳緒里  (3)   9m95
｜ 就実高 岡山一宮高 就実高
ル 25日 円盤投(1.000kg) 木下　璃沙    (2)  35m68 赤木　仁美　　(3)  34m13 畝木　佳緒里  (3)  33m68
ド 岡山一宮高 総社南高 就実高

24日 やり投 古市　祐子    (3)  45m40 忠津  翠　　　(3)  41m99 森田　瞳      (3)  39m74
就実高 NGR 倉敷古城池高 玉野光南高

26日 七種競技 忠津  翠　　　(3)  3689 国司　翔子　　(1)  3048 平松　香央里  (3)  2925
倉敷古城池高 美作高 就実高

女子総合 興譲館高 ７９点 就実 美作
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