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備前西地区中学校総合体育大会陸上競技の部 2019年6月17日(月)～18日(火)
決勝一覧表

岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子１年 6/18 １００ｍ 岩本　実都   (1) 13.45 堀内　ひかり (1) 13.50 森　明日花   (1) 13.60 遠藤　はな   (1) 13.69 信江　想空   (1) 14.12 加藤　凛花   (1) 14.17 川村　　吏   (1) 14.17

中山 -1.4 京山 -1.4 岡大附属 -1.4 大安寺 -1.4 操南 -1.4 山南 -1.4 旭東 -1.4 

女子２年 6/17 １００ｍ 正木　　紗   (2) 12.94 田尻　真子   (2) 13.04 富田　晴香   (2) 13.12 平岡　優花   (2) 13.13 坂谷　優衣   (2) 13.30 山本　誉佳   (2) 13.53 與田　真未   (2) 13.55 梶本　双葉   (2) 13.56
京山 +0.2 京山 +0.2 旭東 +0.2 西大寺 +0.2 市操山 +0.2 操南 +0.2 灘崎 +0.2 上道 +0.2 

女子３年 6/17 １００ｍ 末澤　里奈子 (3) 12.86 石井  嘉乃   (3) 13.19 田中　花野   (3) 13.43 牧野　色花   (3) 13.53 尾上　　綸   (3) 13.57 吉田　奈央   (3) 13.57 岡野　一葉   (3) 13.81
旭東 -0.8 竜操 -0.8 県操山 -0.8 上道 -0.8 八浜 -0.8 岡大附属 -0.8 荘内 -0.8 

女子 6/18 ２００ｍ 末澤　里奈子 (3) 26.39 正木　　紗   (2) 26.76 葛原　沙知   (3) 27.45 冨田　成美   (3) 27.71 坂谷　優衣   (2) 27.96 與田　真未   (2) 28.11 牧野　色花   (3) 28.24 山中　璃音   (2) 28.49
旭東 -2.7 京山 -2.7 中山 -2.7 石井 -2.7 市操山 -2.7 灘崎 -2.7 上道 -2.7 西大寺 -2.7 

女子１年 6/18 ８００ｍ 松尾　莉奈   (1)  2:31.81 岡﨑　芽依   (1)  2:31.89 藤原　小晴   (1)  2:33.28 古家　里奈   (1)  2:36.87 小野　亜衣莉 (1)  2:37.77 山口　迦睦里 (1)  2:37.93 赤木　聖菜   (1)  2:38.11
吉備 山南 宇野 荘内 福南 福南 芳泉

女子 6/17 ８００ｍ 有富　　郁   (3)  2:21.05 太田　渚月   (3)  2:21.42 中山　ねね   (2)  2:22.03 奈爪　桃花   (3)  2:22.61 北向　菜々   (3)  2:23.44 藤田　絹子   (2)  2:23.69 守本　詩麻   (3)  2:23.73 苅田　彩夏   (2)  2:25.27
吉備 県操山 後楽館 山南 京山 福浜 福南 吉備

女子 6/18 １５００ｍ 有富　　郁   (3)  4:46.26 太田　渚月   (3)  4:46.45 奈爪　桃花   (3)  4:49.74 大西　未来   (3)  4:52.68 中山　ねね   (2)  4:55.10 難波　聖菜   (3)  4:55.40 馬場　瑞希   (3)  5:02.84 藤田　絹子   (2)  5:02.88
吉備 県操山 山南 芳泉 後楽館 福南 京山 福浜

女子 6/18 １００ｍＨ 河田　千尋   (3) 15.59 田中　花野   (3) 16.00 高平　佳菜   (3) 16.59 岡田　夏美   (3) 16.78 宮﨑　愛梨   (3) 16.87 高木　祥江   (3) 16.94 松本　　彩   (3) 17.90

(0.762m) 吉備 -3.5 県操山 -3.5 山南 -3.5 福南 -3.5 西大寺 -3.5 吉備 -3.5 旭東 -3.5 

女子 6/18 ４×１００ｍ 旭東 50.71 京山 50.93 中山 51.89 西大寺 52.02 吉備 52.50 操南 52.90 県操山 53.36 上道 53.38
  的場　彩花   (2)   堀内　ひかり (1)   岩本　実都   (1)   山中　璃音   (2)   高木　祥江   (3)   信江　想空   (1)   松元　果惟   (2)   梶本　双葉   (2)
  富田　晴香   (2)   田尻　真子   (2)   平田　晏理   (2)   平岡　優花   (2)   河内　琳香　 (2)   松井　悠紗   (2)   田中　花野   (3)   甲　　結衣   (2)
  高橋　心菜   (3)   山下　芹華   (2)   片山　詩菜   (2)   重友　沙羅   (2)   石川　紗妃   (2)   日下　こころ (3)   井戸　なつ美 (2)   三谷　采音   (2)
  末澤　里奈子 (3)   正木　　紗   (2)   葛原　沙知   (3)   浮田　保菜美 (2)   河田　千尋   (3)   山本　誉佳   (2)   板野　　愛   (3)   牧野　色花   (3)

女子 6/18 走高跳 黒川　香津   (3) 1m60 木村　珠久   (2) 1m50 岡野　一葉   (3) 1m45 松尾　嘉樹   (3) 1m45 難波　萌花   (3) 1m45 飛岡　琉乃   (3) 1m40 片山　千代   (1) 1m35
福浜 石井 荘内 福浜 中山 上南 岡山中央

福田　優姫   (2)
操南

松本　瑛梨子 (3)
岡大附属

女子 6/18 走幅跳 上浦　愛実   (3) 5m12 遠藤　はな   (1) 4m92 摺河　史華   (3) 4m82 竹谷　香々名 (3) 4m80 木下　明香   (3) 4m70 草野　理子   (2) 4m66 幸坂　ゆめり (2) 4m64 松本　　彩   (3) 4m53
上南 +1.9 大安寺 -0.1 山南 +0.8 操南 +0.5 荘内 +0.5 中山 +1.1 操南 +0.6 旭東  0.0 

女子 6/17 砲丸投 奥山　琴未   (3)  17m25 岸本　奈己   (3)  12m22 高木　祥江   (3)  10m58 庄司　真依子 (3)  10m40 野崎　咲月   (3)   9m84 井戸　セレナ (3)   9m07 根岸　麻衣   (3)   8m85 山本　咲綾   (3)   8m67
(2.721kg) 上道 NGR 石井 吉備 県操山 上南 御南 吉備 香和

女子 6/17 ４種競技 葛原　沙知   (3)  2498 河田　千尋   (3)  2494 宮﨑　愛梨   (3)  2100 木村　珠久   (2)  2039 上原　　萌   (2)  1906 大村　明星   (3)  1806 國定　那奈   (2)  1747 伊久　爾子   (2)  1586
中山 吉備 西大寺 石井 京山 上南 京山 吉備
16.79/-0.9-1m65-8m10-27.42/-1.2 15.54/-0.9-1m45-9m54-27.67/-1.2 16.55/-0.9-1m35-9m81-30.10/-1.2 18.35/-0.9-1m60-7m31-29.81/-1.2 16.65/-0.9-1m30-6m79-29.22/-1.2 18.66/-0.9-1m40-9m47-31.60/-1.2 17.21/-0.9-1m25-7m09-30.11/-1.2 18.45/-0.9-1m25-6m89-30.38/-1.2

■グランドコンディション ■主催／備前西地区中学校体育連盟 総　務　　　　　　　　　 山中 　誠志
 6月17日  9:30 晴れ  27.0℃   43％ 南東 0.3m/s  6月18日  9:30 曇り  25.5℃   57％ 東南東 1.2m/s 　　　　　　岡山市中学校体育連盟 審判長　　   　　　　　 藤井 　重信
 6月17日 10:00 晴れ  27.0℃   43％ 南東 0.7m/s  6月18日 10:00 曇り  26.5℃   55％ 東 0.9m/s 　　　　　　玉野市中学校体育連盟 審判長    　　　　　  尾川登太郎
 6月17日 11:00 晴れ  27.5℃   44％ 北東 0.9m/s  6月18日 11:00 曇り  27.0℃   53％ 東北東 0.2m/s 　　　　　　岡山市教育委員会 記録・情報処理主任  金本      健
 6月17日 12:00 晴れ  27.5℃   44％ 北東 1.4m/s  6月18日 12:00 曇り  27.0℃   56％ 南南東 0.9m/s 　　　　　　玉野市教育委員会
 6月17日 13:00 晴れ  28.0℃   45％ 北東 1.3m/s  6月18日 13:00 曇り  27.5℃   56％ 南東 0.9m/s 　　　　　　岡山市陸上競技協会
 6月17日 14:00 晴れ  27.0℃   43％ 北東 0.4m/s  6月18日 14:00 曇り  27.5℃   53％ 南 1.4m/s

 6月17日 15:00 晴れ  26.0℃   45％ 北 0.4m/s  6月18日 15:00 曇り  27.5℃   50％ 南南東 1.5m/s
 6月17日 16:00 晴れ  27.0℃   43％ 南東 0.2m/s

100mH-走高跳-砲丸投-200m

凡例（NGR:大会新記録）


