
種目 氏名 校名 氏名 校名 氏名 校名

１００ｍ 那須　祐樹   岡山工 近久　伊吹   明誠学院 黒田　寛亮   岡山工

２００ｍ 黒田　寛亮   岡山工 那須　祐樹   岡山工 近久　伊吹   明誠学院

４００ｍ 松元　琢実   美作 姫路　　傑   倉敷工 徳永　貴昭   笠岡工

８００ｍ 北島　寛也   玉野光南 光田　佳樹   玉野光南 富田　貴之   玉野光南

１５００ｍ 三木　啓貴   倉敷 徳永　　照   倉敷 松本　健吾   興譲館

５０００ｍ 多田　　要   倉敷 馬場　翔大   倉敷 稲田　浩己   興譲館

１１０ｍＨ 櫻井　秀樹   美作 山本　将     美作 西　勇亮     邑久

４００ｍＨ 山本　　将   美作 藤澤　桂一   玉野光南 友安　太陽   玉野光南

３０００ｍＳＣ 髙橋　正俊   倉敷南 石井　龍麻   関西 徳永　　照   倉敷

５０００ｍW 加藤　裕太   興譲館 鎌倉　大祐   倉敷 荒尾　康平   倉敷

４×１００ｍ 市坂　秀人 岡山工 櫻井　秀樹 美作 中務　翔太 倉敷青陵

渡邊　壮史 竹内　雅俊 江國　隼斗

那須　祐樹 山本　　将 坪井　晶広

黒田　寛亮 ＊大会新 松元　琢実 横田　侑希

４×４００ｍ 友安　太陽 玉野光南 髙山　正浩 岡山城東 家元　景太 美作

北島　寛也 景行　崇文 塩川　知良

光田　佳樹 浅沼　大貴 丸山　博

藤澤　桂一 赤木　祐太 松元　琢実

走高跳 井上　雅夫   商大附 渡辺　　洸   玉野光南 千葉　隼勝   玉野光南

棒高跳 杉岡　貴明   玉野光南 西岡　遼一郎 関西 南條　　裕   玉野光南

走幅跳 岡崎　　良   古城池 山口　誉之   天城 矢部　将士   総社南

三段跳 黒田　寛亮   岡山工 王野　裕貴   岡山工 矢部　将士   総社南

砲丸投 佐藤　　匠   青陵 浅原　良介   倉敷工 虫明　優一   青陵

円盤投 梶川　世紀   岡山龍谷 安部　宏駿   玉野光南 古川　陽一   理大附

ハンマー投 古川　陽一   理大附 浅原　良介   倉敷工 水原　裕太   理大附

やり投 中川　拓也   岡山東商 安部　宏駿   玉野光南 片山　雄大   一宮

八種競技 景行　崇文   城東 佐藤　洋介   岡山東商 梅垣　勇人   玉野光南

学校対抗

１００ｍ 青木　益未    創志学園 松尾　紗也可  倉敷中央 塩見　玲加    岡山東商

２００ｍ 青木　益未    創志学園 松尾　紗也可  倉敷中央 塩見　玲加    岡山東商

４００ｍ 絹川　友梨    城東 亦野　友理    倉敷中央 脇本　沙友美  朝日

８００ｍ 赤松　弘佳    興譲館 亦野　友理    倉敷中央 狩野　智絵    就実

１５００ｍ 赤松　眞弘    興譲館 赤松　弘佳    興譲館 戸田　理惠    興譲館

３０００ｍ 菅　華都紀    興譲館 赤松　眞弘    興譲館 岡　未友紀    興譲館

１００ｍH 藤原　未来    倉敷中央 森岡　美紅    操山 高橋　緋奈    倉敷中央

４００ｍH 絹川　友梨    城東 高橋　緋奈    倉敷中央 藤原　未来    倉敷中央

３０００ｍW 岡本　法子    邑久 二川　鈴子    興譲館 金子　明日香  邑久

４×１００ｍ 仁尾　友美 倉敷中央 景山　千里 美作 児島　里菜 岡山城東

松尾　紗也可 久松　花朱実 野坂　　優

山脇　生愛 ｳｴｱﾘﾝｸﾞ 真莉子 堀瀬　奈央

藤原　未来 ＊大会新 瀧本　佑紀 拜郷　映美

４×４００ｍ 藤原　未来 倉敷中央 今井　李緒 岡山東商 竹原　由梨 岡山城東

竹中　瑞穂 生山　玲奈 野坂　優

原田　優己 岡崎　霞 高塚　三知恵

高橋　緋奈 塩見　玲加 絹川　友梨

走高跳 冨田　彩夏    就実 井上　綾香    芳泉 狩山　晴奈    一宮

走幅跳 森岡　美紅    操山 廣田　奈美    岡山東商 小野　みどり  就実

砲丸投 大河　美佳    就実 松永　莉奈    倉敷中央 枦　奈津美    就実

円盤投 松永　莉奈    倉敷中央 小田　悠香    就実 秀川　美希    岡山龍谷

やり投 木下　　唯    金光学園 上田　　歩    総社南 石井　千賀    美作

七種競技 堀之内　舞    倉敷中央 福原　　楓    津山 太田　若那    岡山東商

学校対抗 倉敷中央 興譲館 就実
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玉野光南 岡山工 倉敷


