
種目 距離
山村 和久 25.53 松尾 祐介 25.82 鳴坂 侑祐 26.07
関西高 高校3 倉敷工業高 高校1 岡山一宮高 高校3
宇田 健人 55.05 松尾 祐介 55.47 山村 和久 55.73
美作高 高校2 倉敷工業高 高校1 関西高 高校3
宇田 健人 02:00.7 吉原慎太朗 02:04.2 小原 健吾 02:04.3
美作高 高校2 玉野光南高 高校1 津山 高校1
植月 典久 04:21.9 松岡  諒 04:23.9 小原 健吾 04:26.8
津山 高校3 美作高 高校2 津山 高校1
植月 典久 17:16.0 松岡  諒 17:26.0 山根 圭輔 18:09.7
津山 高校3 美作高 高校2 岡山工業高 高校1
上野 達哉 01:00.9 日高 倖一 01:02.5 松下 万里 01:02.9
関西高 高校3 倉敷工業高 高校1 倉敷南高 高校3
上野 達哉 02:15.8 岡村 直弥 02:17.1 森宗 義政 02:19.6
関西高 高校3 倉敷工業高 高校1 岡山工業高 高校3
西岡 伸朗 01:09.5 古山 智基 01:09.8 正木 一平 01:11.0
玉野光南高 高校3 美作高 高校3 岡山朝日高 高校2
古山 智基 02:30.7 正木 一平 02:30.9 西岡 伸朗 02:32.5
美作高 高校3 岡山朝日高 高校2 玉野光南高 高校3
吉岡  駿 57.89 佐藤  賢 58.4 寺﨑 雄一 59.21
関西高 高校2 倉敷天城高 高校1 津山 高校3
寺﨑 雄一 02:09.8 吉岡  駿 02:12.5 佐藤  賢 02:12.9
津山 高校3 関西高 高校2 倉敷天城高 高校1
大西 将明 02:08.7 松永 佑紀 02:14.4 金関 剛史 02:21.4
関西高 高校3 岡山理大附高 高校2 岡山朝日高 高校2
大西 将明 04:38.3 西原 洋輔 04:58.9 堤  義朗 05:11.5
関西高 高校3 岡山大安寺高 高校2 関西高 高校3
関西高 03:50.7 美作高 03:53.3 倉敷工業高 03:54.9
1. 大西 将明 1. 宇田 健人 1. 今城 真輔
2. 上野 達哉 2. 美若 翔多 2. 竹山 裕俊
3. 杉本 晴一 3. 古山 智基 3. 日高 倖一
4. 山村 和久  4. 松岡  諒  4. 松尾 祐介  
関西高 08:22.2 美作高 08:32.5 倉敷工業高 08:33.9
1. 大西 将明 1. 松岡  諒 1. 日高 倖一
2. 上野 達哉 2. 古山 智基 2. 岡村 直弥
3. 山村 和久 3. 美若 翔多 3. 竹山 裕俊
4. 杉本 晴一  4. 宇田 健人  4. 松尾 祐介  
関西高 04:07.5 美作高 04:15.8 玉野光南高 04:20.0
1. 上野 達哉 1. 古山 智基 1. 道前 典宜
2. 大西 将明 2. 美若 翔多 2. 西岡 伸朗
3. 吉岡  駿 3. 松岡  諒 3. 木村 雅之
4. 山村 和久  4. 宇田 健人  4. 吉原慎太朗  
関西高 １３９点 美作高 ８９点 倉敷工業高 ８６点
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種目 距離
氏平 久美 28.49 長尾  葵 29.56 近藤 公美 30.39
美作高 高校1 玉野光南高 高校2 岡山南 高校2
上森 尚実 01:01.0 冨山 絢加 01:03.5 長尾  葵 01:03.6
玉野光南高 高校2 清心女子高 高校2 玉野光南高 高校2
小林 美希 02:06.2 上森 尚実 02:13.0 冨山 絢加 02:19.4
美作高 高校3 玉野光南高 高校2 清心女子高 高校2
春名 鮎美 04:27.0 小林 美希 04:30.6 岡村  梓 04:44.2
美作高 高校3 美作高 高校3 岡山南 高校2
春名 鮎美 09:07.2 岡村  梓 09:34.5 谷口 千世 09:50.0
美作高 高校3 岡山南 高校2 落合高 高校1
竜門亜矢子 01:07.4 東本 梨奈 01:09.8 角谷 なな 01:09.8
津山 高校2 就実高 高校2 玉野光南高 高校1
竜門亜矢子 02:24.0 角谷 なな 02:28.8 東本 梨奈 02:29.5
津山 高校2 玉野光南高 高校1 就実高 高校2
爾見 知保 01:16.8 渡辺 純奈 01:19.6 河野 理沙 01:20.3
倉敷青陵高 高校1 岡山大安寺高 高校2 岡山芳泉高 高校3
原田 愛弓 02:41.0 爾見 知保 02:45.8 江口 香織 02:51.6
美作高 高校3 倉敷青陵高 高校1 総社 高校2
氏平 久美 01:04.2 奥田 美沙 01:07.6 西角  望 01:10.0
美作高 高校1 玉野光南高 高校2 清心女子高 高校3
奥田 美沙 02:25.7 西角  望 02:27.0 高橋奈津子 02:38.9
玉野光南高 高校2 清心女子高 高校3 岡山操山高 高校2
原田 愛弓 02:30.7 日本 有香 02:35.4 渡辺 純奈 02:35.5
美作高 高校3 岡山大安寺高 高校1 岡山大安寺高 高校2
倉森 奈美 05:23.8 日本 有香 05:23.9 芦田  茜 05:26.1
総社南高 高校3 岡山大安寺高 高校1 美作高 高校1
美作高 04:05.1 玉野光南高 04:17.5 就実高 04:32.0
1. 氏平 久美 1. 上森 尚実 1. 寺山 美香
2. 春名 鮎美 2. 長尾  葵 2. 藤井 賀子
3. 原田 愛弓 3. 角谷 なな 3. 東本 梨奈
4. 小林 美希  4. 奥田 美沙  4. 大倉 綾香  
美作高 04:32.2 玉野光南高 04:43.6 就実高 04:58.0
1. 小林 美希 1. 角谷 なな 1. 東本 梨奈
2. 原田 愛弓 2. 杉本  圭 2. 寺山 美香
3. 氏平 久美 3. 奥田 美沙 3. 大倉 綾香
4. 春名 鮎美  4. 上森 尚実  4. 藤井 賀子  
美作高 １１２点 玉野光南高 １０５点 就実高 ５５点学校対抗
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