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* 男子Ｃ １００ｍ *

**********************************

116人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 895 藤代　達己 (2) ﾌｼﾞｼﾛ ﾀﾂｷ 男子 岡　山 井原 14.36 1

2 897 三村　慶仁 (1) ﾐﾑﾗ ｹｲﾄ 男子 岡　山 井原 2

3 164 岡田　陸斗 (1) ｵｶﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 宇野 14.50 3

4 165 福原　　海 (1) ﾌｸﾊﾗ ｶｲ 男子 岡　山 宇野 14.50 4

5 166 難波　賢生 (1) ﾅﾝﾊﾞ ｹﾝｾｲ 男子 岡　山 宇野 15.50 5

6 16 小林　峻也 (1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 男子 岡　山 岡北 13.55 6

7 17 須々木　蒼大 (1) ｽｽｷ ｿｳﾀ 男子 岡　山 岡北 12.84 7

8 2200 田邉　碧泉 (1) ﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 男子 岡　山 笠岡東 15.51 8

9 1627 前田　　陸 (1) ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 男子 岡　山 鴨方 15.32 9

10 2220 田中　遥斗 (1) ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 桜が丘 12.38 10

11 2221 二上　将大 (1) ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 桜が丘 14.72 11

12 2222 平田　稔稀 (1) ﾋﾗﾀ ﾄｼｷ 男子 岡　山 桜が丘 14.81 12

13 484 神寳　朔慎 (1) ｼﾝﾎﾟｳ ｻｸﾏ 男子 岡　山 山南 15.81 13

14 486 西﨑　一希 (1) ﾆｼｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 山南 15.90 14

15 489 光本　怜生 (1) ﾐﾂﾓﾄ ﾚｵ 男子 岡　山 山南 15.22 15

16 108 藤原　悠宇 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳ 男子 岡　山 市操山 12.72 16

17 110 長門　稜太 (1) ﾅｶﾞﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 市操山 14.18 17

18 104 磯本　光誠 (2) ｲｿﾓﾄ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 市操山 13.36 18

19 938 米山　心海 (1) ｺﾒﾔﾏ　ｺｳ 男子 岡　山 庄 13.16 19

20 1717 藤原　拓郎 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾛｳ 男子 岡　山 新田 13.43 20

21 752 小松原　千騎 (1) ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 水島 12.21 21

22 2632 藤沢　樹壱 (2) ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭｲﾁ 男子 岡　山 天城 12.80 22

23 2626 宮島　漣 (1) ﾐﾔｼﾏ　ﾚﾝ 男子 岡　山 天城 13.78 23

24 624 田代　蓮也 (1) ﾀｼﾛ ﾚﾝﾔ 男子 岡　山 倉敷東 14.30 24

25 622 河原　光希 (1) ｶﾜﾊﾗ ﾐﾂｷ 男子 岡　山 倉敷東 14.17 25

26 673 檜木　崇臣 (2) ﾋﾉｷ ﾀｶｵﾐ 男子 岡　山 倉敷南 13.02 26

27 671 髙木　真生 (1) ﾀｶｷﾞ　ｼﾝ 男子 岡　山 倉敷南 13.71 27

28 661 塚前　　亮 (1) ﾂｶｻｷ　ﾘｮｳ 男子 岡　山 倉敷南 13.48 28

29 695 西本　悠人 (1) ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 倉敷北 29

30 688 青木　悠太郎 (1) ｱｵｷ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 倉敷北 30

31 688 小玉　琉斗 (1) ｺﾀﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 男子 岡　山 倉敷北 12.72 31

32 2453 貞廣　開智 (2) ｻﾀﾞﾋﾛ ｶｲﾁ 男子 岡　山 操南 12.54 32

33 121 中桐　夢月 (1) ﾅｶｷﾞﾘ ﾑﾂｷ 男子 岡　山 操南 14.00 33

34 2467 楠本　丈丸 (1) ｸｽﾓﾄ ﾀｹﾏﾙ 男子 岡　山 操南 14.50 34

35 9721 小谷　瑞葵 (1) ｺﾀﾞﾆ ﾐｽﾞｷ 男子 岡　山 総社ウィング 14.21 35

36 9726 仕田原　和也 (1) ｼﾀﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 男子 岡　山 総社ウィング 13.42 36

37 1003 田上　瑛士 (2) ﾀｶﾞﾐ ｴｲｼ 男子 岡　山 総社東 12.60 37

38 1006 田井　志衛 (1) ﾀｲ ﾕｷﾋﾛ 男子 岡　山 総社東 13.20 38

39 1007 佐内　瑛一 (1) ｻﾅｲ ｴｲｲﾁ 男子 岡　山 総社東 13.30 39

40 246 今村　球桜 (2) ｲﾏﾑﾗ ｷｭｳﾄ 男子 岡　山 荘内 13.40 40

41 234 池田　駿陽 (1) ｲｹﾀﾞ ﾄｼｱｷ 男子 岡　山 荘内 12.90 41

42 235 高橋　遼 (1) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 男子 岡　山 荘内 14.83 42

43 378 森本　將太 (1) ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 中山 14.50 43

44 1214 水島　颯汰 (2) ﾐｽﾞｼﾏ ｿｳﾀ 男子 岡　山 中道 12.68 44

45 50 福井　聖七 (1) ﾌｸｲ ｾﾅ 男子 岡　山 中道 14.34 45

46 1210 槙本　遼馬 (1) ﾏｷﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 男子 岡　山 中道 16.53 46

47 1241 中川　煌斗 (1) ﾅｶｶﾞﾜ ｷｯﾄﾞ 男子 岡　山 津山西 47

48 1242 松坂　望夢 (1) ﾏﾂｻﾞｶ ﾉｿﾞﾑ 男子 岡　山 津山西 48

49 2718 牧　昊正 (2) ﾏｷ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 津山 13.56 49

50 2722 谷口　雄飛 (2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾋ 男子 岡　山 津山 13.72 50

51 1225 竹内　頑張朗 (2) ﾀｹｳﾁ ｶﾞﾝﾊﾞﾛｳ 男子 岡　山 津山東 12.95 51

52 1226 陶山　透希 (1) ｽﾔﾏ ﾄｳｷ 男子 岡　山 津山東 13.10 52

53 1228 木下　必雅 (1) ｷﾉｼﾀ ﾋﾂｶ 男子 岡　山 津山東 53

54 2281 川原　脩吾 (1) ｶﾜﾊﾗ ｼｭｳｺﾞ 男子 岡　山 哲西 12.83 54

55 1023 緒方　達也 (1) ｵｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 東陽 12.77 55

56 1032 緒方　隆太 (1) ｵｶﾞﾀ ﾘｭｳﾀ 男子 岡　山 東陽 13.46 56

57 1030 中田　翔太 (1) ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 東陽 14.13 57

58 1041 上木　敢太 (1) ｳｴｷ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 灘崎 58

59 1042 岡本　昌也 (1) ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾔ 男子 岡　山 灘崎 14.67 59

60 1043 神農　泰地 (1) ｼﾝﾉｳ ﾀｲﾁ 男子 岡　山 灘崎 14.73 60

61 260 原田　翔海 (1) ﾊﾗﾀﾞ ﾄｳﾅ 男子 岡　山 八浜 14.05 61

62 743 岡本　竜哉 (1) ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 男子 岡　山 倉敷福田 14.30 62

63 747 杉野　樹希 (1) ｽｷﾞﾉ ｲﾂｷ 男子 岡　山 倉敷福田 14.56 63

64 741 國安　凌司 (1) ｸﾆﾔｽ ﾘｮｳｼﾞ 男子 岡　山 倉敷福田 14.35 64

65 1544 宮武　利丹伊 (1) ﾐﾔﾀｹ ﾄﾆｲ 男子 岡　山 福田南 13.62 65

66 1546 山本　喜壱 (1) ﾔﾏﾓﾄ ｷｲﾁ 男子 岡　山 福田南 13.48 66

67 1549 吉田　愛翔 (1) ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾄ 男子 岡　山 福田南 67

68 993 村川　有楽 (1) ﾑﾗｶﾜ ｳﾀ 男子 岡　山 福南 14.29 68

69 1497 庭山　晴希 (1) ﾆﾜﾔﾏ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 芳泉 12.88 69

70 1498 長崎　　航 (1) ﾅｶﾞｻｷ ﾜﾀﾙ 男子 岡　山 芳泉 13.58 70

71 1501 庄司　悠矢 (1) ｼﾞｮｳｼﾞ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 芳泉 12.94 71

72 1274 美甘　見真 (1) ﾐｶﾓ ｹﾝｼﾝ 男子 岡　山 北陵 13.31 72
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73 1276 綾部　康成 (1) ｱﾔﾍﾞ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 北陵 15.02 73

74 1286 廣友　奏太 (1) ﾋﾛﾄﾓ ｶﾅﾀ 男子 岡　山 北陵 74

75 288 友實　遼馬 (1) ﾄﾓｻﾞﾈ ﾘｮｳﾏ 男子 岡　山 味野 13.55 75

76 289 中村　成希 (1) ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙｷ 男子 岡　山 味野 13.08 76

77 2163 時岡　良光 (2) ﾄｷｵｶ ﾖｼﾃﾙ 男子 岡　山 邑久 12.78 77

78 2164 光吉　真之介 (2) ﾐﾂﾖｼ ｼﾝﾉｽｹ 男子 岡　山 邑久 11.61 78

79 2177 中川　太陽 (1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 男子 岡　山 邑久 13.23 79

80 2690 森中　陽仁 (1) ﾓﾘﾅｶ ﾊﾙﾋﾄ 男子 岡　山 竜操 14.14 80

81 2688 堤　　仁紀 (1) ﾂﾂﾐ ﾏｻｷ 男子 岡　山 竜操 14.60 81

82 2685 服部　誠之 (1) ﾊﾂﾄﾘ ﾏｻﾕｷ 男子 岡　山 竜操 14.89 82

83 600 花澤　孝明 (1) ﾊﾅｻﾞﾜ ｺｳﾒｲ 男子 岡　山 和気 14.55 83

84 25 平松　弦士 (1) ﾋﾗﾏﾂ ｹﾞﾝｼ 男子 岡　山 石井 13.60 84

85 1713 河原　怜音 (2) ｶﾜﾊﾗ ﾚﾝ 男子 岡　山 吉備 12.70 85

86 1715 村山　颯良 (2) ﾑﾗﾔﾏ ｿﾗ 男子 岡　山 吉備 12.90 86

87 1698 原　　伊吹 (1) ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 岡　山 吉備 12.99 87

88 1824 森　　知載 (1) ﾓﾘ ﾄﾓﾉﾘ 男子 岡　山 久世 14.36 88

89 1827 神尾　虎太朗 (1) ｼﾞﾝｵ ｺﾀﾛｳ 男子 岡　山 久世 14.72 89

90 336 尾方　豪作 (1) ｵｶﾞﾀ ｺｳｻｸ 男子 岡　山 郷内 13.70 90

91 337 澤村　蒼空 (1) ｻﾜﾑﾗ ｿﾗ 男子 岡　山 郷内 17.00 91

92 338 淸水　 諒 (1) ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 男子 岡　山 郷内 13.95 92

93 1579 一ノ瀬　潤 (1) ｲﾁﾉｾ ｼﾞｭﾝ 男子 岡　山 鏡野 14.27 93

94 1580 内田　優斗 (1) ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 鏡野 13.14 94

95 834 平井　佑弥 (1) ﾋﾗｲ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 玉島北 95

96 345 石原　有麿 (1) ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 琴浦 15.18 96

97 1684 梅村　泰勝 (2) ｳﾒﾑﾗ ﾔｽﾏｻ 男子 岡　山 金光学園 12.92 97

98 1688 大原　悠仁郎 (1) ｵｵﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 岡　山 金光学園 14.97 98

99 55 松尾　恭助 (1) ﾏﾂｵ ｷｮｳｽｹ 男子 岡　山 桑田 14.00 99

100 60 大坪　千紘 (1) ｵｵﾂﾎﾞ ﾁﾋﾛ 男子 岡　山 桑田 12.90 100

101 2619 河本　啓佑 (1) ｺｳﾓﾄ　ｹｲｽｹ 男子 岡　山 県操山 101

102 2602 白砂　龍之介 (1) ｼﾗｽﾅ　ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岡　山 県操山 102

103 2597 妙見　凪友 (1) ﾐｮｳｹﾝ ﾅｷﾞﾄ 男子 岡　山 県操山 103

104 1630 入江　　翼 (1) ｲﾘｴ ﾖｸ 男子 岡　山 御南 104

105 404 中塚　　蒼 (2) ﾅｶﾂｶ　ｱｵ 男子 岡　山 香和 14.50 105

106 402 藤田　琉誠 (1) ﾌｼﾞﾀ　ﾘｭｳｾｲ 男子 岡　山 香和 13.10 106

107 409 小林　稟空 (1) ｺﾊﾞﾔｼ　ﾘｸ 男子 岡　山 香和 15.50 107

108 1163 岡　　大貴 (1) ｵｶ　ﾊﾙｷ 男子 岡　山 高梁 108

109 1164 藤井　　蓮 (1) ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 男子 岡　山 高梁 109

110 1981 小林　総成 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾅﾘ 男子 岡　山 京山 12.90 110

111 1992 藤原　大翔 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 京山 12.35 111

112 1980 千屋　正輝 (1) チヤ ﾏｻｷ 男子 岡　山 京山 14.00 112

113 805 平野　瑛大 (2) ﾋﾗﾉ ｱｷﾄ 男子 岡　山 玉島東 12.59 113

114 798 谷本　理玖 (1) ﾀﾆﾓﾄ ﾘｸ 男子 岡　山 玉島東 13.21 114

115 799 小幡　陸斗 (1) ｵﾊﾞﾀ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 玉島東 13.33 115

116 2716 岩崎　陽光 (1) ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ 男子 岡　山 津山 12.31 116
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1 887 近藤　凌生 (3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 男子 岡　山 井原 12.68 1

2 888 渡邉　龍之輔 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岡　山 井原 12.96 2

3 170 大賀　優太 (2) ｵｵｶﾞ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 宇野 15.30 3

4 4 西﨑　叶夢 (3) ﾆｼｻﾞｷ ｶﾅﾄ 男子 岡　山 岡山中央 12.19 4

5 874 竹内　愁斗 (2) ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾄ 男子 岡　山 岡北 13.30 5

6 875 疋田　光人 (2) ﾋｷﾀﾞ ﾐﾂﾋﾄ 男子 岡　山 岡北 13.40 6

7 881 金万　結音 (2) ｺﾝﾏ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 岡北 12.98 7

8 2203 守屋　悠耶 (3) ﾓﾘﾔ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 笠岡東 12.58 8

9 2202 森本　裕太 (2) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 笠岡東 14.19 9

10 2219 繁定　　堅 (2) ｼｹﾞｻﾀﾞ ｹﾝ 男子 岡　山 桜が丘 11.93 10

11 2225 打越　　絆 (2) ｳﾁｺﾞｼ ｷｽﾞﾅ 男子 岡　山 桜が丘 12.51 11

12 2271 光田　華淑 (2) ﾐﾂﾀﾞ ﾊﾙﾖｼ 男子 岡　山 桜が丘 14.00 12

13 497 豊田　円太郎 (3) ﾄﾖﾀ ｴﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 山南 12.44 13

14 105 小谷　眞弘 (2) ｺﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 男子 岡　山 市操山 12.63 14

15 305 藤原　煌牙 (3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｶﾞ 男子 岡　山 児島 11.72 15

16 320 三重野　煌樹 (2) ﾐｴﾉ ｺｳｼﾞｭ 男子 岡　山 児島 12.39 16

17 327 片山　暖大 (2) ｶﾀﾔﾏ ﾋﾅﾀ 男子 岡　山 児島 17

18 2501 河原　統冴 (2) ｶﾜﾊﾗ ﾄｳｶﾞ 男子 岡　山 勝央 18

19 2507 山本　壮真 (2) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 男子 岡　山 勝央 13.57 19

20 937 峯本　大夢 (2) ﾐﾈﾓﾄ ﾋﾛﾑ 男子 岡　山 庄 11.97 20

21 1196 板谷　一磨 (2) ｲﾀﾔ ｶｽﾞﾏ 男子 岡　山 庄 13.90 21

22 1121 山田　晃平 (2) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 男子 岡　山 新見第一 12.92 22

23 1122 石田　経光 (2) ｲｼﾀﾞ ﾂﾈﾐﾂ 男子 岡　山 新見第一 13.36 23

24 1732 名越　正真 (2) ﾅｺﾞｼ ｼｮｳﾏ 男子 岡　山 新田 13.15 24

25 9107 砂子　泰志 (2) ｽﾅｺﾞ ﾀｲｼ 男子 岡　山 瀬戸スポーツクラブ 12.28 25

26 9104 谷口　智哉 (2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 男子 岡　山 瀬戸スポーツクラブ 12.66 26

27 9106 矢部　理一 (2) ﾔﾍﾞ ﾘｲﾁ 男子 岡　山 瀬戸スポーツクラブ 12.99 27

28 3603 松本　　匠 (3) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 倉敷TFC 11.34 28
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29 645 安福　稟斗 (2) ｱﾌﾞｸ ﾘﾝﾄ 男子 岡　山 倉敷西 12.25 29

30 644 前原　一皐 (2) ﾏｴﾊﾗ ｲｯｻ 男子 岡　山 倉敷西 12.98 30

31 2627 中島　悠爾 (2) ﾅｶｼﾏ ﾕｳｼﾞ 男子 岡　山 天城 12.06 31

32 628 小田　実璃 (2) ｵﾀﾞ ﾐﾉﾘ 男子 岡　山 倉敷東 13.69 32

33 665 宮原　　陸 (2) ﾐﾔﾊﾗ ﾘｸ 男子 岡　山 倉敷南 33

34 693 尾上　　聡 (2) ｵﾉｳｴ ｻﾄｼ 男子 岡　山 倉敷北 12.45 34

35 684 事子　裕希人 (2) ｺﾄｼﾞ ﾕｷﾄ 男子 岡　山 倉敷北 12.12 35

36 136 森本　悠介 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 操南 12.00 36

37 2464 鍔井　凌羽 (2) ﾂﾊﾞｲ ﾘｮｳ 男子 岡　山 操南 12.85 37

38 2455 山口　琉郁 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ 男子 岡　山 操南 12.49 38

39 9719 畝田　光太朗 (2) ｳﾈﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 総社ウィング 11.80 39

40 9725 高草　啓希 (2) ﾀｶｸｻ ｹｲｷ 男子 岡　山 総社ウィング 13.75 40

41 1084 橋本　龍治 (2) ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 男子 岡　山 総社西 12.35 41

42 1085 須田　涼大 (2) ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 総社西 12.51 42

43 996 松前　海凪 (2) ﾏﾂﾏｴ ﾐﾅｷﾞ 男子 岡　山 総社東 12.50 43

44 997 角田　光琉 (2) ｽﾐﾀﾞ ﾋｶﾙ 男子 岡　山 総社東 12.80 44

45 998 伊東　良真 (2) ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 男子 岡　山 総社東 12.80 45

46 230 濱　　良太 (2) ﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 荘内 13.25 46

47 231 谷野　佑成 (2) ﾀﾆﾉ ﾕｳｾｲ 男子 岡　山 荘内 12.88 47

48 243 濱口　嘉生 (2) ﾊﾏｸﾞﾁ ｶｲ 男子 岡　山 荘内 12.32 48

49 2361 鈴木　大介 (2) ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 大安寺 11.57 49

50 2363 丸山　泰輔 (2) ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｽｹ 男子 岡　山 大安寺 12.22 50

51 2365 木村　亮太 (2) ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 大安寺 12.77 51

52 374 森本　靖大 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 男子 岡　山 中山 11.96 52

53 393 森川　滉大 (2) ﾓﾘｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 中山 14.50 53

54 395 坂本　育輝 (2) ｻｶﾓﾄ ﾅﾙｷ 男子 岡　山 中山 12.27 54

55 1212 藤木　大地 (2) ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 岡　山 中道 13.15 55

56 1247 小林　聖明 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾗ 男子 岡　山 津山西 12.19 56

57 1250 中村　琉聖 (2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 岡　山 津山西 12.16 57

58 1251 中本　由宇斗 (2) ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 津山西 12.20 58

59 2734 三村　光生 (3) ﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 津山 59

60 1219 福井　研登 (2) ﾌｸｲ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 津山東 12.00 60

61 1223 井上　友斗 (2) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 津山東 12.01 61

62 1221 中本　翔也 (2) ﾅｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 男子 岡　山 津山東 12.80 62

63 1027 西森　健晋 (2) ﾆｼﾓﾘ ｹﾝｼﾝ 男子 岡　山 東陽 12.61 63

64 1199 戸田　絃太 (2) ﾄﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 男子 岡　山 東陽 12.67 64

65 1201 山下　颯士 (2) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 東陽 13.00 65

66 1050 田邉　　涼 (2) ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 岡　山 灘崎 14.43 66

67 1056 吉本　一翔 (2) ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾄ 男子 岡　山 灘崎 13.78 67

68 1057 市来　颯人 (2) ｲﾁｷ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 灘崎 13.59 68

69 734 木村　　翼 (2) ｷﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 男子 岡　山 倉敷福田 14.67 69

70 1534 ゴ・サーク (2) ｺﾞ ｻｰｸ 男子 岡　山 福田南 12.41 70

71 1542 磯山　太一 (2) ｲｿﾔﾏ ﾀｲﾁ 男子 岡　山 福田南 71

72 1537 渡邉　裕輝 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 岡　山 福田南 72

73 63 杉本　哲史 (3) ｽｷﾞﾓﾄ　ｻﾄｼ 男子 岡　山 福浜 12.20 73

74 81 角南　香明 (2) ｽﾅﾐ　ｶｽﾞｱｷ 男子 岡　山 福浜 12.12 74

75 68 西山　白龍 (2) ﾆｼﾔﾏ　ﾊｸﾘｭｳ 男子 岡　山 福浜 13.03 75

76 285 古谷　康太朗 (2) ﾌﾙﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 味野 13.48 76

77 2162 谷森　　仙 (2) ﾀﾆﾓﾘ ｾﾝ 男子 岡　山 邑久 13.21 77

78 2168 木村　　歩 (2) ｷﾑﾗ ｱﾕﾑ 男子 岡　山 邑久 12.39 78

79 2180 疋田　　壮 (2) ﾋｷﾀﾞ ｿｳ 男子 岡　山 邑久 11.68 79

80 1448 竹田　陸人 (2) ﾀｹﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 落合 13.34 80

81 1449 石原　優也 (2) ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 落合 13.41 81

82 1455 池田　悠慎 (2) ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 落合 12.18 82

83 1664 古山　貴章 (3) ｺﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 男子 岡　山 里庄 12.32 83

84 1644 河田　璃樹 (2) ｶﾜﾀ ﾘｷ 男子 岡　山 里庄 14.85 84

85 1647 田村　蒼輝 (2) ﾀﾑﾗ ｿｳｷ 男子 岡　山 里庄 12.50 85

86 1464 石田　翔大 (3) ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 竜操 12.04 86

87 1457 築山 瑛斗 (3) ﾂｷﾔﾏ ｱｷﾄ 男子 岡　山 竜操 12.50 87

88 1468 根木　蒼志 (2) ﾈｷ ｿｳｼ 男子 岡　山 竜操 12.07 88

89 1892 山室　迅汰 (3) ﾔﾏﾑﾛ ﾊﾔﾀ 男子 岡　山 連島南 12.03 89

90 593 福山　直輝 (2) ﾌｸﾔﾏ ﾅｵｷ 男子 岡　山 和気 12.47 90

91 1697 中村　俊之亮 (3) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ 男子 岡　山 吉備 12.45 91

92 1700 藤森　悠叶 (2) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 吉備 12.70 92

93 1069 山本　晴輝 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 興除 14.50 93

94 1607 早坂　光生 (2) ﾊﾔｻｶ ｺｳｷ 男子 岡　山 郷内 12.76 94

95 1611 田中　颯音 (2) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 郷内 13.03 95

96 1612 桑木　亜輝都 (2) ｸﾜｷﾞ ｱｷﾄ 男子 岡　山 郷内 12.69 96

97 1576 山本　康生 (2) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 鏡野 12.90 97

98 360 奥野　晴喜 (2) ｵｸﾉ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 琴浦 11.97 98

99 363 瀨野　太雅 (2) ｾﾉ ﾀｲｶﾞ 男子 岡　山 琴浦 12.90 99

100 789 濱屋　陽向 (2) ﾊﾏﾔ ﾋﾅﾀ 男子 岡　山 桑田 12.80 100

101 790 上田　翔晴 (2) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｾｲ 男子 岡　山 桑田 12.79 101

102 793 原田　悟瑠 (2) ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄﾙ 男子 岡　山 桑田 13.00 102

103 2598 大月　康資 (2) ｵｵﾂｷ ｺｳｽｹ 男子 岡　山 県操山 11.91 103

104 2601 平岡　　空 (2) ﾋﾗｵｶ ｿﾗ 男子 岡　山 県操山 12.80 104

105 1633 根本　明坦 (2) ﾈﾓﾄ ﾒｲﾀﾝ 男子 岡　山 御南 12.79 105

106 2571 高岡　弘夢 (2) ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾑ 男子 岡　山 御南 11.89 106

107 397 久山　太陽 (2) ｸﾔﾏ　ﾀｲﾖｳ 男子 岡　山 香和 12.30 107

108 405 生田　雅樹 (2) ｲｸﾀ　ﾏｻｷ 男子 岡　山 香和 12.30 108
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109 1172 月本　雄基 (2) ﾂｷﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 岡　山 高梁 12.32 109

110 804 久保　友人 (2) ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 玉島東 12.61 110

111 820 佐藤　寛太 (2) ｻﾄｳ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 玉島東 13.25 111

112 815 西野　尋翔 (2) ﾆｼﾉ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 玉島東 11.83 112
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1 9080 中田　　錠 (3) ﾅｶﾀﾞ ｼﾞｮｳ 男子 岡　山 Aster 11.44 1

2 169 立花　愛斗 (3) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｲﾄ 男子 岡　山 宇野 2

3 146 森　　大和 (3) ﾓﾘ ﾔﾏﾄ 男子 岡　山 岡大附属 14.00 3

4 2206 三宅　海吏 (3) ﾐﾔｹ ｶｲﾄ 男子 岡　山 笠岡東 11.87 4

5 2204 髙塚　絢斗 (3) ﾀｶﾂｶ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 笠岡東 11.96 5

6 491 豊田　琉功 (3) ﾄﾖﾀ ﾘｸ 男子 岡　山 山南 12.75 6

7 492 羽﨑　元信 (3) ﾊｻﾞｷ ｹﾝｼﾝ 男子 岡　山 山南 12.03 7

8 1385 大畑　和葉 (3) ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞﾊ 男子 岡　山 勝央 11.94 8

9 1386 小林　倭斗 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 男子 岡　山 勝央 12.53 9

10 940 只佐　悠真 (3) ﾀﾀﾞｻ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 庄 11.88 10

11 522 塩﨑　照英 (3) ｼｵｻﾞｷ　ｼｮｳｴｲ 男子 岡　山 上道 12.41 11

12 1130 稗田　隼也 (3) ﾋｴﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 男子 岡　山 新見第一 12.29 12

13 2260 数原　由大 (3) ｶｽﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 新見南 11.33 13

14 2257 藤田　蒼生 (3) ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 男子 岡　山 新見南 11.95 14

15 2634 岡野一　皓稀 (3) ｵｶﾉｲﾁ ｺｳｷ 男子 岡　山 天城 11.35 15

16 674 安藤　春人 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 倉敷南 11.57 16

17 663 塚前　　俊 (3) ﾂｶｻｷ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷南 12.01 17

18 672 土井　康裕 (3) ﾄﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 男子 岡　山 倉敷南 13.11 18

19 135 高淵　慶也 (3) ﾀｶﾌﾞﾁ ｹｲﾔ 男子 岡　山 操南 12.00 19

20 138 片山　　朔 (3) ｶﾀﾔﾏ ｻｸ 男子 岡　山 操南 12.34 20

21 122 成富　礁太 (3) ﾅﾘﾄﾐ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 操南 11.62 21

22 9714 山本　大輔 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 総社ウィング 11.82 22

23 9717 吉田　蒼太 (3) ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 岡　山 総社ウィング 12.07 23

24 9737 武田　陽斗 (3) ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾄ 男子 岡　山 総社ウィング 11.56 24

25 1101 平井　飛羽 (3) ﾋﾗｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 岡　山 総社西 11.68 25

26 228 土居　憲明 (3) ﾄﾞｲ ﾉﾘｱｷ 男子 岡　山 荘内 12.23 26

27 2192 棟長　秀仁 (3) ﾑﾈﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾋﾄ 男子 岡　山 大安寺 12.61 27

28 46 大町　悠真 (3) ｵｵﾏﾁ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 中道 11.80 28

29 45 内田　遥斗 (3) ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 中道 11.34 29

30 1242 井上　拓海 (3) ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 津山西 13.80 30

31 2729 岩下　知広 (3) ｲﾜｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 津山 11.66 31

32 2716 岩崎　陽光 (1) ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ 男子 岡　山 津山 12.31 32

33 1216 片山　礼偉 (3) ｶﾀﾔﾏ ﾗｲ 男子 岡　山 津山東 12.54 33

34 1230 阿部　矩佑我 (3) ｱﾍﾞ ｸｳｶﾞ 男子 岡　山 津山東 12.40 34

35 2736 越尾　一翔 (3) ｺﾖｵ ｶｽﾞﾄ 男子 岡　山 鶴山 11.70 35

36 2742 水野　　碧 (3) ﾐｽﾞﾉ ｱｵｲ 男子 岡　山 鶴山 12.00 36

37 1022 藤山　健伸 (3) ﾌｼﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 男子 岡　山 東陽 11.50 37

38 1198 熊谷　知哉 (3) ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾔ 男子 岡　山 東陽 13.18 38

39 1029 山本　晴也 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾔ 男子 岡　山 東陽 12.85 39

40 735 中塚　遥紀 (3) ﾅｶﾂｶ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 倉敷福田 12.89 40

41 65 池田　篤紀 (3) ｲｹﾀﾞ　ｱﾂｷ 男子 岡　山 福浜 12.34 41

42 1484 満行　崇博 (3) ﾐﾂﾕｷ ﾀｶﾋﾛ 男子 岡　山 芳泉 12.14 42

43 280 池本　陽翔 (3) ｲｹﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 味野 11.74 43

44 281 石原　陽翔 (3) ｲｼﾊﾗ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 味野 11.96 44

45 2167 山口 慧記 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄﾌﾐ 男子 岡　山 邑久 12.62 45

46 1462 難波　泰行 (3) ﾅﾝﾊﾞ ﾔｽﾕｷ 男子 岡　山 竜操 11.86 46

47 1463 人見　琉叶 (3) ﾋﾄﾐ ﾙｶ 男子 岡　山 竜操 11.96 47

48 1881 清水　桂伍 (3) ｼﾐｽﾞ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 連島南 11.73 48

49 1706 内藤　　十 (3) ﾅｲﾄｳ ﾃﾝ 男子 岡　山 吉備 12.90 49

50 1707 渡邉　知隼 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾔ 男子 岡　山 吉備 12.54 50

51 1714 前田　一樹 (3) ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 吉備 13.60 51

52 1681 高橋　咲太 (3) ﾀｶﾊｼ ｻｸﾀ 男子 岡　山 金光学園 12.29 52

53 2624 絹田　龍ノ介 (3) ｷﾇﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岡　山 県操山 11.50 53

54 2622 村松　来夢 (3) ﾑﾗﾏﾂ ﾗﾑ 男子 岡　山 県操山 54

55 2603 齋藤　洋紀 (3) ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 県操山 55

56 813 赤澤　綾汰 (3) ｱｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 玉島東 11.53 56

57 1528 坂本　拓望 (3) ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 金浦 11.12 57

58 2679 西野　　匠 　(3) ニシノ　タクミ 男子 岡　山 倉敷西 12.35 58

**********************************

* 男子Ａ ２００ｍ *

**********************************

33人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 169 立花　愛斗 (3) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｲﾄ 男子 岡　山 宇野 1

2 146 森　　大和 (3) ﾓﾘ ﾔﾏﾄ 男子 岡　山 岡大附属 25.60 2
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**********************************

* 男子Ａ ２００ｍ *

**********************************

33人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

3 492 羽﨑　元信 (3) ﾊｻﾞｷ ｹﾝｼﾝ 男子 岡　山 山南 24.30 3

4 1385 大畑　和葉 (3) ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞﾊ 男子 岡　山 勝央 24.86 4

5 1386 小林　倭斗 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 男子 岡　山 勝央 25.71 5

6 940 只佐　悠真 (3) ﾀﾀﾞｻ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 庄 23.58 6

7 2260 数原　由大 (3) ｶｽﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 新見南 23.27 7

8 2257 藤田　蒼生 (3) ﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 男子 岡　山 新見南 24.23 8

9 2634 岡野一　皓稀 (3) ｵｶﾉｲﾁ ｺｳｷ 男子 岡　山 天城 23.42 9

10 634 三村　晃世 (3) ﾐﾑﾗ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 倉敷東 23.77 10

11 674 安藤　春人 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 倉敷南 25.12 11

12 672 土井　康裕 (3) ﾄﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 男子 岡　山 倉敷南 27.37 12

13 135 高淵　慶也 (3) ﾀｶﾌﾞﾁ ｹｲﾔ 男子 岡　山 操南 25.47 13

14 138 片山　　朔 (3) ｶﾀﾔﾏ ｻｸ 男子 岡　山 操南 26.99 14

15 122 成富　礁太 (3) ﾅﾘﾄﾐ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 操南 24.50 15

16 9714 山本　大輔 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 男子 岡　山 総社ウィング 23.87 16

17 9717 吉田　蒼太 (3) ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 岡　山 総社ウィング 24.79 17

18 9737 武田　陽斗 (3) ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾄ 男子 岡　山 総社ウィング 23.48 18

19 1081 石川　優希 (3) ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 男子 岡　山 総社西 25.90 19

20 228 土居　憲明 (3) ﾄﾞｲ ﾉﾘｱｷ 男子 岡　山 荘内 25.29 20

21 45 内田　遥斗 (3) ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 中道 23.82 21

22 2726 福田　雄太 (3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 津山 22

23 1216 片山　礼偉 (3) ｶﾀﾔﾏ ﾗｲ 男子 岡　山 津山東 26.66 23

24 2736 越尾　一翔 (3) ｺﾖｵ ｶｽﾞﾄ 男子 岡　山 鶴山 23.58 24

25 1022 藤山　健伸 (3) ﾌｼﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 男子 岡　山 東陽 23.08 25

26 1028 大村　柊貴 (3) ｵｵﾑﾗ ｼｭｳｷ 男子 岡　山 東陽 24.36 26

27 735 中塚　遥紀 (3) ﾅｶﾂｶ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 倉敷福田 26.59 27

28 1478 高尾　唯斗 (3) ﾀｶｵ ﾕｲﾄ 男子 岡　山 芳泉 24.49 28

29 1881 清水　桂伍 (3) ｼﾐｽﾞ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 連島南 24.13 29

30 1707 渡邉　知隼 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾔ 男子 岡　山 吉備 25.00 30

31 1681 高橋　咲太 (3) ﾀｶﾊｼ ｻｸﾀ 男子 岡　山 金光学園 25.30 31

32 1528 坂本　拓望 (3) ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 金浦 22.54 32

33 2679 西野　　匠 　(3) ニシノ　タクミ 男子 岡　山 倉敷西 33

**************************************

* 男子Ｃ １５００ｍ *

**************************************

86人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 889 田辺　　樹 (2) ﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 男子 岡　山 井原 1

2 892 藤澤　幸輝 (2) ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｷ 男子 岡　山 井原 5:00.05 2

3 900 三島　拓斗 (1) ﾐｼﾏ ﾀｸﾄ 男子 岡　山 井原 4:56.86 3

4 2086 沼上　拓真 (1) ﾇﾏｶﾐ ﾀｸﾏ 男子 岡　山 井村ＲＣ 4:45.86 4

5 165 福原　　海 (1) ﾌｸﾊﾗ ｶｲ 男子 岡　山 宇野 5:10.00 5

6 882 上田　作望 (1) ｳｴﾀﾞ ｻｸﾄ 男子 岡　山 岡北 5:40.00 6

7 2204 大野　千輝 (1) ｵｵﾉ ﾁｻｷ 男子 岡　山 笠岡東 4:52.56 6組-抽選 7

8 2224 冨岡　広夢 (1) ﾄﾐｵｶ ﾋﾛﾑ 男子 岡　山 桜が丘 5:36.51 8

9 2227 野上　夏輝 (1) ﾉｶﾞﾐ ﾅﾂｷ 男子 岡　山 桜が丘 5:24.70 9

10 490 小野　悠磨 (1) ｵﾉ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 山南 5:26.17 10

11 94 松尾　心路 (1) ﾏﾂｵ ｺｺﾛ 男子 岡　山 市操山 5:14.60 11

12 106 須藤　渓太 (1) ｽﾄﾞｳ ｹｲﾀ 男子 岡　山 市操山 5:20.06 12

13 313 角南　祐行 (1) ｽﾅﾐ ﾕｳｺｳ 男子 岡　山 児島 4:32.40 13

14 326 沼上　拓真 (1) ﾇﾏｶﾐ ﾀｸﾏ 男子 岡　山 児島 4:45.86 14

15 318 柴川　竜太朗 (1) ｼﾊﾞｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 児島 5:07.10 15

16 2506 福嶋　柊生 (2) ﾌｸｼﾏ ｼｭｳｾｲ 男子 岡　山 勝央 5:18.07 16

17 933 長谷川　凜 (1) ﾊｾｶﾞﾜ　ﾘﾝ 男子 岡　山 庄 5:12.50 17

18 528 坪井　奏太 (1) ﾂﾎﾞｲ ｿｳﾀ 男子 岡　山 上道 5:03.00 18

19 1722 松田　倫希 (1) ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 新田 5:01.91 19

20 631 國代　雄大 (2) ｸﾆｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 倉敷東 4:27.02 20

21 626 入江　翔大 (1) ｲﾘｴ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷東 5:21.68 21

22 632 藤井　海成 (1) ﾌｼﾞｲ ｶｲｾｲ 男子 岡　山 倉敷東 5:38.71 22

23 658 横山　陽也 (1) ﾖｺﾔﾏ　ﾊﾙﾔ 男子 岡　山 倉敷南 5:32.00 23

24 662 林　慎太郎 (1) ﾊﾔｼ　ｼﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 倉敷南 5:23.00 24

25 664 横内　倖大 (1) ﾖｺｳﾁ ｺｳﾀ 男子 岡　山 倉敷南 5:11.00 25

26 126 秋田　悠眞 (1) ｱｷﾀ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 操南 5:05.60 26

27 2457 藤井　智也 (1) ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ 男子 岡　山 操南 5:03.48 27

28 2463 太田　拓海 (1) ｵｵﾀ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 操南 5:10.00 28

29 1088 瀬尾　啓太 (2) ｾｵ ｹｲﾀ 男子 岡　山 総社西 4:44.07 29

30 1004 黒瀬　　春 (2) ｸﾛｾ ﾊﾙ 男子 岡　山 総社東 5:57.00 30

31 1008 原田　祐志 (1) ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｼ 男子 岡　山 総社東 5:29.00 31

32 237 近藤　禅爾朗 (1) ｺﾝﾄﾞｳ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ 男子 岡　山 荘内 5:05.89 32

33 239 竹波　創汰 (1) ﾀｹﾅﾐ ｿｳﾀ 男子 岡　山 荘内 5:00.11 33

34 712 川﨑　翔太 (1) ｶﾜｻｷ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 多津美 4:38.29 34

35 2364 神村　直弥 (2) ｶﾐﾑﾗ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 大安寺 5:04.77 35

36 383 市川　竜雅 (2) ｲﾁｶﾜ ﾘｭｳｶﾞ 男子 岡　山 中山 5:02.13 36

37 1211 坂出　來空 (1) ｻｶﾃﾞ ﾗｲｱ 男子 岡　山 中道 37

38 2400 井上　隆世 (1) ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 男子 岡　山 長船 4:54.98 38

39 1246 川端　陽人 (2) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 津山西 5:12.72 39

40 1254 山本　天一 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾄ 男子 岡　山 津山西 5:16.57 40

41 2730 後安　竜之介 (2) ｺﾞｱﾝ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岡　山 津山 5:45.00 41
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**************************************

* 男子Ｃ １５００ｍ *

**************************************

86人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

42 2725 菅野　郁弥 (1) ｶﾝﾉ ｲｸﾔ 男子 岡　山 津山 42

43 1226 森　　涼晴 (1) ﾓﾘ ｽﾊﾞﾙ 男子 岡　山 津山東 5:09.50 43

44 1227 大倉　凰來 (1) ｵｵｸﾗ ｵｵﾗ 男子 岡　山 津山東 5:00.50 44

45 1224 田村　柚月 (1) ﾀﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 男子 岡　山 津山東 5:25.00 45

46 1033 梅谷　和輝 (2) ｳﾒﾀﾆ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 東陽 4:44.00 46

47 1202 橘　　公規 (2) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｷ 男子 岡　山 東陽 5:14.00 47

48 1034 金原　颯也天 (1) ｶﾅﾊﾗ ﾊﾔﾃ 男子 岡　山 東陽 5:58.00 48

49 1059 落合　　蓮 (2) ｵﾁｱｲ ﾚﾝ 男子 岡　山 灘崎 5:24.58 49

50 1044 斉藤　　翼 (1) ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 男子 岡　山 灘崎 50

51 1045 三宅　汰一 (1) ﾐﾔｹ ﾀｲﾁ 男子 岡　山 灘崎 51

52 1545 岡本　蒼生 (1) ｵｶﾓﾄ ｱｵｲ 男子 岡　山 福田南 5:42.85 52

53 1540 藤田　優斗 (1) ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 福田南 53

54 1541 吉田　宇響 (1) ﾖｼﾀﾞ ｳｷｮｳ 男子 岡　山 福田南 5:27.96 54

55 992 岡田　大樹 (2) ｵｶﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 岡　山 福南 4:37.65 55

56 287 岡本　侑也 (1) ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 味野 5:29.41 56

57 2157 土井内　啓祐 (1) ﾄﾞｲｳﾁ ｹｲｽｹ 男子 岡　山 邑久 5:03.74 57

58 2158 内田　健志郎 (1) ｳﾁﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 男子 岡　山 邑久 4:54.56 58

59 2161 魚瀬　凌太 (1) ｳｵｾ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 邑久 5:19.70 59

60 1445 坂本　雄哉 (1) ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 落合 5:04.08 60

61 1447 難波　昊希 (1) ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 男子 岡　山 落合 61

62 1645 中山　舜斗 (2) ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾄ 男子 岡　山 里庄 4:45.24 62

63 2682 村尾　　皐 (1) ﾑﾗｵ ｻﾂｷ 男子 岡　山 竜操 4:56.14 63

64 2683 末石　煌介 (1) ｽｴｲｼ ｺｳｽｹ 男子 岡　山 竜操 5:08.50 64

65 2684 田中　俊貴 (1) ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 男子 岡　山 竜操 5:57.91 65

66 34 柏野　泰智 (2) ｶｼﾉ ﾀｲﾁ 男子 岡　山 石井 5:09.00 66

67 26 大石　泰馳 (1) ｵｵｲｼ ﾀｲﾁ 男子 岡　山 石井 5:21.00 67

68 1704 三村　風嘉 (2) ﾐﾑﾗ ﾌｳｶﾞ 男子 岡　山 吉備 4:58.00 68

69 1715 村山　颯良 (2) ﾑﾗﾔﾏ ｿﾗ 男子 岡　山 吉備 69

70 1076 池田　慎吾 (2) ｲｹﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 男子 岡　山 興除 5:10.00 70

71 1574 武元　佑介 (2) ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 鏡野 5:34.58 71

72 1577 山本　大翔 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾛ 男子 岡　山 鏡野 5:16.44 72

73 1581 矢野　凌平 (1) ﾔﾉ ﾘｮｳﾍｲ 男子 岡　山 鏡野 73

74 843 秋田　宗哉 (1) ｱｷﾀ ｿｳﾔ 男子 岡　山 玉島北 74

75 787 小山　龍之介 (2) ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岡　山 桑田 5:25.00 75

76 2620 浦上　歩睦 (1) ｳﾗｶﾐ　ｱﾕﾑ 男子 岡　山 県操山 76

77 2619 河本　啓佑 (1) ｺｳﾓﾄ　ｹｲｽｹ 男子 岡　山 県操山 77

78 1642 崎　颯斗 (1) ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 御南 5:16.35 78

79 2575 森藤　彰一 (1) ﾓﾘﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 男子 岡　山 御南 5:34.78 79

80 400 小島　光稀 (1) ｺｼﾞﾏ　ﾐﾂｷ 男子 岡　山 香和 5:04.00 80

81 1167 藤本　晄太 (1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 岡　山 高梁 5:51.39 81

82 1984 山本　虎太郎 (2) ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 男子 岡　山 京山 5:02.00 82

83 1994 曲　佑樹 (2) ﾏｶﾞﾘ ﾕｳｷ 男子 岡　山 京山 5:04.00 83

84 1996 川口　峻太朗 (1) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 京山 4:43.00 84

85 797 田口　聖太 (1) ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 玉島東 5:11.24 85

86 1522 下楽　蓮 (2) ｼﾓﾗｸ ﾚﾝ 男子 岡　山 金浦 4:56.36 86

**************************************

* 男子Ｂ １５００ｍ *

**************************************

82人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 891 原田　光太郎 (2) ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 井原 4:46.48 1

2 893 種本　航大 (2) ﾀﾈﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 井原 4:32.52 2

3 2084 石井　　翔 (2) ｲｼｲ ｶｹﾙ 男子 岡　山 井村ＲＣ 4:43.69 3

4 2085 中野　裕心 (2) ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾝ 男子 岡　山 井村ＲＣ 4:30.04 4

5 2301 内田　吉紀 (2) ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 男子 岡　山 加賀 4:51.67 5

6 2201 天野　裕人 (2) ｱﾏﾉ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 笠岡東 4:57.20 4組-抽選 6

7 1625 藤井　亮太 (2) ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 鴨方 4:51.47 7

8 2218 田淵　雄太 (2) ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 桜が丘 4:54.81 8

9 480 立川　健佑 (2) ﾀﾂｶﾜ ｹﾝﾕｳ 男子 岡　山 山南 4:48.54 9

10 98 土田　浩生 (3) ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 市操山 4:37.10 10

11 321 八百原　隼大 (2) ﾔｵﾊﾗ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 児島 4:13.50 11

12 317 八木　宏樹 (2) ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 児島 4:29.73 12

13 1196 板谷　一磨 (2) ｲﾀﾔ ｶｽﾞﾏ 男子 岡　山 庄 5:35.00 13

14 526 有吉　春陽 (3) ｱﾘﾖｼ ﾊﾙﾋ 男子 岡　山 上道 4:33.70 14

15 525 三原　颯太 (3) ﾐﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 上道 5:00.00 15

16 1724 藤澤　　新 (2) ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾝ 男子 岡　山 新田 4:39.79 16

17 1725 桐島　瑛斗 (2) ｷﾘｼﾏ ｴｲﾄ 男子 岡　山 新田 4:48.10 17

18 442 小林　大地 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 男子 岡　山 西大寺 4:35.23 18

19 2630 在間　由裕 (2) ｻﾞｲﾏ ﾖｼﾋﾛ 男子 岡　山 天城 5:32.00 19

20 634 鈴木　零二 (2) ｽｽﾞｷ ﾚｲｼﾞ 男子 岡　山 倉敷東 5:31.86 20

21 630 島住　蒼清 (2) ｼﾏｽﾞﾐ ｿｳｼ 男子 岡　山 倉敷東 5:25.28 21

22 680 岸　　尚矢 (3) ｷｼ ﾅｵﾔ 男子 岡　山 倉敷南 5:04.00 22

23 676 池内　　司 (3) ｲｹｳﾁ ﾂｶｻ 男子 岡　山 倉敷南 4:18.00 23

24 660 藤原　大輝 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 倉敷南 4:26.00 24

25 690 中村　亮太 (2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 倉敷北 4:54.51 25

26 125 對中　天晟 (3) ﾀｲﾅｶ ﾃﾝｾｲ 男子 岡　山 操南 4:20.00 26

27 2454 三木　悠也 (2) ﾐｷ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 操南 4:51.23 27
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**************************************

* 男子Ｂ １５００ｍ *

**************************************

82人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

28 2465 西山　颯人 (2) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 岡　山 操南 5:05.98 28

29 1083 横田　優斗 (3) ﾖｺﾀ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 総社西 4:38.40 29

30 1086 工藤　駿太朗 (2) ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 総社西 5:14.71 30

31 1087 青木　唯斗 (2) ｱｵｷ ﾕｲﾄ 男子 岡　山 総社西 5:20.30 31

32 1000 山口　功平 (2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 男子 岡　山 総社東 5:10.00 32

33 1001 吉富　恭輔 (2) ﾖｼﾄﾐ ｷｮｳｽｹ 男子 岡　山 総社東 5:22.00 33

34 1002 由島　愛翔 (2) ﾕｼﾏ ﾏﾅﾄ 男子 岡　山 総社東 5:20.00 34

35 233 小柳　颯士 (2) ｺﾔﾅｷﾞ ｿｳｼ 男子 岡　山 荘内 4:43.31 35

36 236 八田　拓士 (2) ﾊｯﾀ ﾀｸｼ 男子 岡　山 荘内 4:47.97 36

37 239 古市　悠 (2) ﾌﾙｲﾁ ﾕｳ 男子 岡　山 荘内 4:40.58 37

38 2366 財間　柊羽 (2) ｻﾞｲﾏ ｼｭｳ 男子 岡　山 大安寺 5:06.29 38

39 2369 伴　 颯大 (2) ﾊﾞﾝ ｿｳﾀ 男子 岡　山 大安寺 4:32.32 39

40 388 中上　隆太 (2) ﾅｶｳｴ ﾘｭｳﾀ 男子 岡　山 中山 5:05.00 40

41 1248 杉本　一郎 (2) ｽｷﾞﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 津山西 4:44.99 41

42 1249 高畑　隼也 (2) ﾀｶﾊﾀ ｼｭﾝﾔ 男子 岡　山 津山西 4:45.87 42

43 1253 村地　新 (2) ﾑﾗﾁ ｱﾗﾀ 男子 岡　山 津山西 4:56.18 43

44 2733 牧原　ゆう (3) ﾏｷﾊﾗ ﾕｳ 男子 岡　山 津山 4:38.57 44

45 1055 福田　稀永 (2) ﾌｸﾀﾞ ｷﾗﾄ 男子 岡　山 灘崎 5:47.44 45

46 1060 武田　琉来亜 (2) ﾀｹﾀﾞ ﾙｷｱ 男子 岡　山 灘崎 5:04.76 46

47 1538 野上　広大 (2) ﾉｶﾞﾐ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 福田南 4:47.74 47

48 1271 牧原　ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ ﾏｷﾊﾗ ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ 男子 岡　山 北陵 4:27.00 48

49 1273 牧原　ｳｨﾘｱﾑ (2) ﾏｷﾊﾗ ｳｨﾘｱﾑ 男子 岡　山 北陵 4:37.34 49

50 954 桐野　智矢 (2) ｷﾘﾉ ﾄﾓﾔ 男子 岡　山 妹尾 4:34.78 50

51 284 岡本　颯太 (2) ｵｶﾓﾄ ｿｳﾀ 男子 岡　山 味野 4:37.76 51

52 2169 庄治　大翔 (2) ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 邑久 4:35.91 52

53 2170 山根　海音 (2) ﾔﾏﾈ ｶｲﾄ 男子 岡　山 邑久 4:53.14 53

54 1652 本郷　義健 (2) ﾎﾝｺﾞｳ ｱｷﾀｹ 男子 岡　山 里庄 5:13.55 54

55 2695 小原　颯太 (3) ｵﾊﾞﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 竜操 4:40.51 55

56 1469 二宮　藍音 (2) ﾆﾉﾐﾔ ｱｲﾄ 男子 岡　山 竜操 5:05.12 56

57 591 佐藤　凛玖斗 (2) ｻﾄｳ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 和気 5:25.00 57

58 592 居樹　遼河 (2) ｽｴｷ ﾘｮｳｶﾞ 男子 岡　山 和気 58

59 1712 若林　瑛大 (3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴｲﾀ 男子 岡　山 吉備 4:34.00 59

60 1711 林　　純也 (2) ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 岡　山 吉備 4:31.00 60

61 1703 田中　達也 (2) ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 吉備 4:30.00 61

62 1065 槇尾　月希 (2) ﾏｷｵ ﾂｷ 男子 岡　山 興除 5:10.00 62

63 1064 中島　　悠 (2) ﾅｶｼﾏ ﾕｳ 男子 岡　山 興除 5:00.00 63

64 1605 楠戸　端月 (2) ｸｽﾄﾞ ﾊｽﾞｷ 男子 岡　山 郷内 4:59.00 64

65 1608 渡邉　晴己 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 郷内 5:06.00 65

66 1609 奥野　　櫂 (2) ｵｸﾉ ｶｲ 男子 岡　山 郷内 4:51.00 66

67 1575 田中　良樹 (2) ﾀﾅｶ ﾖｼｷ 男子 岡　山 鏡野 4:53.00 67

68 842 久戸瀬　寛祐 (3) ｸﾄﾞｾ ｶﾝｽｹ 男子 岡　山 玉島北 4:52.26 68

69 364 藤原　慧吾 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 琴浦 4:45.51 69

70 367 藤原　志進 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｼﾝ 男子 岡　山 琴浦 4:40.29 70

71 365 船橋　義貴 (2) ﾌﾅﾊｼ ﾖｼﾀｶ 男子 岡　山 琴浦 4:50.78 71

72 56 小山　侑馬 (3) ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 桑田 5:00.00 72

73 792 林　　大翔 (2) ﾊﾔｼ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 桑田 5:25.00 73

74 796 黒田　　然 (2) ｸﾛﾀﾞ ｾﾞﾝ 男子 岡　山 桑田 4:22.00 74

75 2616 黒崎　遼大 (2) ｸﾛｻｷ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 県操山 75

76 1636 由谷　知大 (2) ﾖｼﾔ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 御南 4:50.92 76

77 396 沖　　勇哉 (2) ｵｷ　ﾕｳﾔ 男子 岡　山 香和 5:50.00 77

78 410 部谷元　海斗 (2) ﾍﾔﾓﾄ　ｶｲﾄ 男子 岡　山 香和 5:42.00 78

79 537 河本　篤哉 (3) ｺｳﾓﾄ ｱﾂﾔ 男子 岡　山 高陽 4:31.75 79

80 1993 坂本　英心 (2) ｻｶﾓﾄ ｴｲｼﾝ 男子 岡　山 京山 5:15.00 80

81 1995 今井　悠輝 (2) ｲﾏｲ ﾕｳｷ 男子 岡　山 京山 4:58.00 81

82 801 松本　慶真 (2) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼﾞ 男子 岡　山 玉島東 5:03.37 82

**************************************

* 男子Ａ ３０００ｍ *

**************************************

49人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 3069 吉岡　剛志 (3) ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ 男子 岡　山 SPE 9:33.54 1

2 2079 大西　柊太朗 (3) ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 井村ＲＣ 8:53.71 2

3 2083 嘉良戸　翔太 (3) ｶﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 井村ＲＣ 9:14.16 3

4 159 福井　渚大 (3) ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 宇野 9:45.00 4

5 2696 田中　凰翔 (3) ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 宇野 10:15.00 5

6 145 三浦　颯太 (3) ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 岡大附属 9:53.00 6

7 303 小野　光翔 (3) ｵﾉ ﾐｸﾄ 男子 岡　山 児島 7

8 304 内田　晴樹 (3) ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 児島 9:48.38 8

9 307 内田　勇樹 (3) ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 岡　山 児島 10:03.00 9

10 1137 山田　峻也 (3) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 男子 岡　山 新見第一 10:02.23 10

11 671 伊藤　和希 (3) ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 倉敷南 10:58.00 11

12 661 新中　晴也 (3) ｼﾝﾅｶ ｾｲﾔ 男子 岡　山 倉敷南 10:00.00 12

13 667 横内　啓佑 (3) ﾖｺｳﾁ ｹｲｽｹ 男子 岡　山 倉敷南 10:30.00 13

14 118 河藤　啓悟 (3) ｶﾜﾄｳ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 操南 10:01.01 14

15 123 北村　　翔 (3) ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ 男子 岡　山 操南 9:23.11 15

16 140 高淵　慶太 (3) ﾀｶﾌﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 岡　山 操南 10:01.00 16

17 1082 秋山　柊二 (3) ｱｷﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 男子 岡　山 総社西 9:51.91 17
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18 995 坪井　一馬 (3) ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞﾏ 男子 岡　山 総社東 10:20.00 18

19 229 依田　凌輔 (3) ﾖﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 荘内 10:12.54 19

20 242 小牧　楓斗 (3) ｺﾏｷ ﾌｳﾄ 男子 岡　山 荘内 9:30.63 20

21 247 片岡　涼輔 (3) ｶﾀｵｶ ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 荘内 9:56.62 21

22 1217 板倉　蒔希 (3) ｲﾀｸﾗ ｼｷ 男子 岡　山 津山東 9:54.21 22

23 1400 安藤　槙哉 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 男子 岡　山 奈義 9:37.56 23

24 1488 田中　視陽 (3) ﾀﾅｶ　ｼﾖｳ 男子 岡　山 芳泉 9:20.65 24

25 1482 松田　幸大 (3) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 芳泉 9:38.86 25

26 1490 菅野　雅史 (3) ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 男子 岡　山 芳泉 9:39.61 26

27 1284 後河　　藍 (3) ｳｼﾛｶﾜ ｱｲ 男子 岡　山 北陵 10:25.43 27

28 941 佐藤　那地 (3) ｻﾄｳ ﾅﾁ 男子 岡　山 妹尾 9:22.00 28

29 947 久世　拳士郎 (3) ｸｾ ｹﾝｼﾛｳ 男子 岡　山 妹尾 10:32.00 29

30 945 藤井　裕大 (3) ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 妹尾 30

31 282 嘉良戸　翔太 (3) ｶﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 岡　山 味野 9:12.70 31

32 2171 阿部　泰青 (3) ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 邑久 10:25.81 32

33 2172 杉本　　仁 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞﾝ 男子 岡　山 邑久 9:00.00 33

34 2175 藤原　　蓮 (3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾝ 男子 岡　山 邑久 9:18.32 34

35 1667 藤原　健斗 (3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 里庄 10:50.00 35

36 1461 實末 一晟 (3) ｼﾞﾂｽｴ ｲｯｾｲ 男子 岡　山 竜操 9:54.42 36

37 1474 宇都宮　愛雅 (3) ｳﾂﾉﾐﾔ ﾖｼﾏｻ 男子 岡　山 竜操 10:05.72 37

38 1708 山本　朱羽 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳ 男子 岡　山 吉備 10:00.00 38

39 2750 佐竹　青空 (3) ｻﾀｹ ｿﾗ 男子 岡　山 吉備 10:30.00 39

40 1699 犬飼　慶人 (3) ｲﾇｶｲ ﾖｼﾄ 男子 岡　山 吉備 9:21.00 40

41 840 赤澤　晃成 (3) ｱｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 男子 岡　山 玉島北 9:42.09 41

42 352 大賀　郁哉 (3) ｵｵｶﾞ ｲｸﾔ 男子 岡　山 琴浦 9:37.40 42

43 353 面田　俊輔 (3) ｵﾓﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 岡　山 琴浦 11:02.91 43

44 354 兒玉　卓実 (3) ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 琴浦 9:40.27 44

45 2623 山下　玲央 (3) ﾔﾏｼﾀ ﾚｵ 男子 岡　山 県操山 45

46 542 右遠　大輝 (3) ｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 男子 岡　山 高陽 9:35.20 46

47 1160 倉橋　直重 (3) ｸﾗﾊｼ ﾅｵｼｹﾞ 男子 岡　山 高梁 47

48 1159 山脇　巧巳 (3) ﾔﾏﾜｷ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 高梁 48

49 1991 大山　晃和 (3) ｵｵﾔﾏ ｱｷｶｽﾞ 男子 岡　山 京山 9:23.00 49

******************************************************

* 男子Ｂ １１０ｍＨ(0.914m) *

******************************************************

24人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 896 山本　楓稀 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｷ 男子 岡　山 井原 19.84 1

2 4 西﨑　叶夢 (3) ﾆｼｻﾞｷ ｶﾅﾄ 男子 岡　山 岡山中央 2

3 2203 守屋　悠耶 (3) ﾓﾘﾔ ﾕｳﾔ 男子 岡　山 笠岡東 17.54 3

4 1621 前田　悠斗 (3) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 鴨方 19.07 4

5 662 永瀬　裕大 (3) ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 倉敷南 17.21 5

6 2451 岡田　佳悟 (2) ｵｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 操南 21.00 6

7 2460 塩見　颯良 (2) ｼｵﾐ ｿﾗ 男子 岡　山 操南 21.00 7

8 999 市　慎太郎 (2) ｲﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 総社東 18.35 8

9 230 濱　　良太 (2) ﾊﾏ ﾘｮｳﾀ 男子 岡　山 荘内 18.93 9

10 2187 今井　智博 (2) ｲﾏｲ ﾄﾓﾋﾛ 男子 岡　山 大安寺 17.84 10

11 2368 廣瀨　幸汰 (2) ﾋﾛｾ ｺｳﾀ 男子 岡　山 大安寺 18.02 11

12 391 竜門　透大 (2) ﾘｭｳﾓﾝ ﾕｷﾄ 男子 岡　山 中山 19.74 12

13 1251 中本　由宇斗 (2) ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 津山西 17.64 13

14 1219 福井　研登 (2) ﾌｸｲ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 津山東 16.41 14

15 1644 河田　璃樹 (2) ｶﾜﾀ ﾘｷ 男子 岡　山 里庄 21.56 15

16 1458 築山 鳳斗 (3) ﾂｷﾔﾏ ﾀｶﾄ 男子 岡　山 竜操 17.22 16

17 1460 宮口 快光 (3) ﾐﾔｸﾞﾁ ｶｲﾘ 男子 岡　山 竜操 17.86 17

18 1700 藤森　悠叶 (2) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 吉備 19.50 18

19 1604 井上　慶俊 (2) ｲﾉｳｴ ｹｲｼｭﾝ 男子 岡　山 郷内 20.00 19

20 1610 久米　拓紀 (2) ｸﾒ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 郷内 17.64 20

21 1980 石下　煌大 (2) ｲｼｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 京山 20.00 21

22 816 沼野　竜也 (2) ﾇﾏﾉ ﾘｭｳﾔ 男子 岡　山 玉島東 18.41 22

23 820 佐藤　寛太 (2) ｻﾄｳ ｶﾝﾀ 男子 岡　山 玉島東 18.52 23

24 815 西野　尋翔 (2) ﾆｼﾉ ﾋﾛﾄ 男子 岡　山 玉島東 17.75 24

**********************************************************

* 男子Ａ １１０ｍＪＨ(0.991m) *

**********************************************************

10人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 663 塚前　　俊 (3) ﾂｶｻｷ ｼｭﾝ 男子 岡　山 倉敷南 17.00 1

2 9712 七村　雄大 (3) ﾅﾅﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 総社ウィング 15.28 2

3 238 白川　竜雅 (3) ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳｶﾞ 男子 岡　山 荘内 3

4 239 池田　徳紀 (3) ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 男子 岡　山 荘内 4

5 1029 山本　晴也 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾔ 男子 岡　山 東陽 14.76 5

6 249 井上　烈王 (3) ｲﾉｳｴ ﾚｵﾝ 男子 岡　山 八浜 16.01 6

7 1659 河島　明彦 (3) ｺｳｼﾏ ｱｷﾋｺ 男子 岡　山 里庄 7

8 1462 難波　泰行 (3) ﾅﾝﾊﾞ ﾔｽﾕｷ 男子 岡　山 竜操 15.52 8
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**********************************************************

* 男子Ａ １１０ｍＪＨ(0.991m) *

**********************************************************

10人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

9 1706 内藤　　十 (3) ﾅｲﾄｳ ﾃﾝ 男子 岡　山 吉備 9

10 788 安藤　　駿 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 男子 岡　山 桑田 15.57 10

******************************

* 男子Ａ 走高跳 *

******************************

6人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 493 三枝　凜太朗 (3) ﾐﾂｴﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 山南 1m65 1

2 103 高畠　優昇 (3) ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳｼｮｳ 男子 岡　山 市操山 1m85 2

3 119 藤井　達也 (3) ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 操南 1m40 3

4 127 佐古　佑樹 (3) ｻｺ ﾕｳｷ 男子 岡　山 操南 1m70 4

5 134 森下　拓海 (3) ﾓﾘｼﾀ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 操南 1m50 5

6 2727 飯綱 祥一朗 (3) ｲｲﾂﾞﾅ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 津山 1m65 6

******************************

* 男子Ｃ 走幅跳 *

******************************

57人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 898 市川　昊 (1) ｲﾁｶﾜ ｺｳ 男子 岡　山 井原 1

2 899 沖津　陽斗 (1) ｵｷﾂ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 井原 2

3 157 木﨑　博史 (1) ｷｻﾞｷ ﾋﾛｼ 男子 岡　山 宇野 3

4 164 岡田　陸斗 (1) ｵｶﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 宇野 4m03 4

5 19 齊藤　春也 (1) ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 男子 岡　山 岡北 3m80 5

6 2221 二上　将大 (1) ﾌﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 桜が丘 4m05 6

7 2222 平田　稔稀 (1) ﾋﾗﾀ ﾄｼｷ 男子 岡　山 桜が丘 3m90 7

8 2223 荒谷　尚杜 (1) ｱﾗﾀﾆ ﾅｵﾄ 男子 岡　山 桜が丘 4m01 8

9 485 西尾　優那 (1) ﾆｼｵ ﾕｳﾅ 男子 岡　山 山南 4m50 9

10 494 羽﨑　涼誠 (1) ﾊｻﾞｷ ﾘｮｳｾｲ 男子 岡　山 山南 4m50 10

11 107 高畠　慎三 (1) ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｼﾝｿﾞｳ 男子 岡　山 市操山 0m14 11

12 109 野口　陽翔 (1) ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 市操山 12

13 112 白神　敬士 (1) ｼﾗｶﾐ ｹｲｼ 男子 岡　山 市操山 3m37 13

14 752 小松原　千騎 (1) ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 水島 5m64 14

15 664 石田　隼平 (2) ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 岡　山 倉敷南 15

16 666 梶田　丈翔 (2) ｶｼﾞﾀ ﾀｹﾄ 男子 岡　山 倉敷南 3m73 16

17 680 名合　陸翔 (1) ﾅｺﾞｳ　ﾘｸﾄ 男子 岡　山 倉敷南 17

18 2450 中尾　和輝 (2) ﾅｶｵ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 操南 4m50 18

19 137 杉本　矢雅斗 (1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾔﾏﾄ 男子 岡　山 操南 4m16 19

20 9720 守安　　聖 (1) ﾓﾘﾔｽ ﾋｼﾞﾘ 男子 岡　山 総社ウィング 4m65 20

21 9721 小谷　瑞葵 (1) ｺﾀﾞﾆ ﾐｽﾞｷ 男子 岡　山 総社ウィング 4m15 21

22 1005 金﨑　陽平 (2) ｶﾈｻｷ ﾖｳﾍｲ 男子 岡　山 総社東 4m00 22

23 232 國分　奏良 (1) ｺｸﾌﾞ ｿﾗ 男子 岡　山 荘内 23

24 392 山下　克真 (2) ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾏ 男子 岡　山 中山 5m32 24

25 2716 岩崎　陽光 (1) ｲﾜｻｷ ﾋｶﾙ 男子 岡　山 津山 5m31 25

26 2724 高橋　知生 (1) ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 津山 26

27 2732 森山　翔真 (1) ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾏ 男子 岡　山 津山 27

28 1218 森　　　匠 (1) ﾓﾘ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 津山東 4m48 28

29 1231 長滝　元春 (1) ﾅｶﾞﾀｷ ﾓﾄﾊﾙ 男子 岡　山 津山東 29

30 1229 下山　修司 (1) ｼﾓﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 男子 岡　山 津山東 3m60 30

31 2281 川原　脩吾 (1) ｶﾜﾊﾗ ｼｭｳｺﾞ 男子 岡　山 哲西 31

32 1046 桒原　知也 (1) ｸﾜﾊﾗ ﾄﾓﾔ 男子 岡　山 灘崎 32

33 1047 原口　　歩 (1) ﾊﾗｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 男子 岡　山 灘崎 33

34 1048 三宅　一旗 (1) ﾐﾔｹ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 灘崎 34

35 743 岡本　竜哉 (1) ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 男子 岡　山 倉敷福田 35

36 746 三島　凪翔 (1) ﾐｼﾏ ﾅｷﾞﾄ 男子 岡　山 倉敷福田 36

37 1543 小島　穂高 (1) ｺｼﾞﾏ ﾎﾀﾞｶ 男子 岡　山 福田南 37

38 1551 浅尾　悠輔 (1) ｱｻｵ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 福田南 38

39 1552 小川　海斗 (1) ｵｶﾞﾜ ｶｲﾄ 男子 岡　山 福田南 39

40 1491 黒田　陸斗 (1) ｸﾛﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 岡　山 芳泉 4m88 40

41 2176 武久　　晴 (1) ﾀｹﾋｻ ﾊﾙ 男子 岡　山 邑久 2m95 41

42 2178 渋谷　愛斗 (1) ｼﾌﾞﾔ ｱｲﾄ 男子 岡　山 邑久 42

43 2687 三宅　泰一郎 (1) ﾐﾔｹ ﾀｲｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 竜操 4m50 43

44 2689 安宗　竜志 (1) ﾔｽﾑﾈ ﾘｭｳｼ 男子 岡　山 竜操 4m48 44

45 2688 堤　　仁紀 (1) ﾂﾂﾐ ﾏｻｷ 男子 岡　山 竜操 4m49 45

46 1702 丸山　達也 (2) ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 吉備 46

47 1698 原　　伊吹 (1) ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 男子 岡　山 吉備 47

48 1701 浅沼　卓実 (1) ｱｻﾇﾏ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 吉備 4m00 48

49 1828 佐々木　悠 (1) ｻｻｷ ﾊﾙｶ 男子 岡　山 久世 3m97 49

50 1827 神尾　虎太朗 (1) ｼﾞﾝｵ ｺﾀﾛｳ 男子 岡　山 久世 50

51 1579 一ノ瀬　潤 (1) ｲﾁﾉｾ ｼﾞｭﾝ 男子 岡　山 鏡野 51

52 1580 内田　優斗 (1) ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 鏡野 4m42 52

53 2597 妙見　凪友 (1) ﾐｮｳｹﾝ ﾅｷﾞﾄ 男子 岡　山 県操山 53

54 1998 横田　耕史郎 (2) ﾖｺﾀｺｳｼﾛｳ 男子 岡　山 京山 3m70 54

55 798 谷本　理玖 (1) ﾀﾆﾓﾄ ﾘｸ 男子 岡　山 玉島東 55

56 800 松村　涼太郎 (1) ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 玉島東 56
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******************************

* 男子Ｃ 走幅跳 *

******************************

57人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

57 807 吉永　捷悟 (1) ﾖｼﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 岡　山 玉島東 57

******************************

* 男子Ｂ 走幅跳 *

******************************

36人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 888 渡邉　龍之輔 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 岡　山 井原 4m29 1

2 896 山本　楓稀 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｷ 男子 岡　山 井原 4m37 2

3 879 山本　勇希 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 岡　山 岡北 4m60 3

4 497 豊田　円太郎 (3) ﾄﾖﾀ ｴﾝﾀﾛｳ 男子 岡　山 山南 5m08 4

5 1195 三宅　梓斗 (2) ﾐﾔｹ ｱｽﾞﾄ 男子 岡　山 庄 4m68 5

6 1120 山内　徳 (2) ﾔﾏｳﾁ ｱﾂｼ 男子 岡　山 新見第一 5m07 6

7 645 安福　稟斗 (2) ｱﾌﾞｸ ﾘﾝﾄ 男子 岡　山 倉敷西 7

8 128 田邊　海士 (3) ﾀﾅﾍﾞ ｶｲｼ 男子 岡　山 操南 6m67 8

9 2464 鍔井　凌羽 (2) ﾂﾊﾞｲ ﾘｮｳ 男子 岡　山 操南 4m98 9

10 2459 小川　凌平 (2) ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 男子 岡　山 操南 5m78 10

11 240 糸瀬　彪凱 (2) ｲﾄｾ ﾋｭｳｶﾞ 男子 岡　山 荘内 4m38 11

12 2360 佐宮　健友 (2) ｻﾐﾔ ｹﾝﾄ 男子 岡　山 大安寺 4m81 12

13 385 淺野　寛仁 (2) ｱｻﾉ ﾋﾛﾋﾄ 男子 岡　山 中山 5m55 13

14 1252 藤澤　千隼 (2) ﾌｼﾞｻﾜ ﾁﾊﾔ 男子 岡　山 津山西 14

15 1221 中本　翔也 (2) ﾅｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 男子 岡　山 津山東 5m37 15

16 1036 柚木　遥翔 (2) ﾕﾉｷ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 東陽 4m79 16

17 1038 伊藤　楓唄 (2) ｲﾄｳ ﾌｳﾀ 男子 岡　山 東陽 5m01 17

18 1058 太田　創也 (2) ｵｵﾀ ｿｳﾔ 男子 岡　山 灘崎 18

19 1537 渡邉　裕輝 (2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 岡　山 福田南 4m72 19

20 286 原田　拓弥 (2) ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 岡　山 味野 4m50 20

21 2162 谷森　　仙 (2) ﾀﾆﾓﾘ ｾﾝ 男子 岡　山 邑久 4m27 21

22 1646 平野　友基 (2) ﾋﾗﾉ ﾄﾓｷ 男子 岡　山 里庄 4m45 22

23 1460 宮口 快光 (3) ﾐﾔｸﾞﾁ ｶｲﾘ 男子 岡　山 竜操 4m98 23

24 1709 柴倉　颯汰 (2) ｼﾊﾞｸﾗ ｿｳﾀ 男子 岡　山 吉備 24

25 1063 池上　　豪 (2) ｲｹｶﾞﾐ ｺﾞｳ 男子 岡　山 興除 5m94 25

26 1685 小寺　雄晴 (2) ｺﾃﾞﾗ ﾕｳｾｲ 男子 岡　山 金光学園 5m69 26

27 1686 萩原　正人 (2) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 金光学園 4m63 27

28 2618 妙見　紋友 (3) ﾐｮｳｹﾝ ﾓﾝﾄ 男子 岡　山 県操山 5m80 28

29 2598 大月　康資 (2) ｵｵﾂｷ ｺｳｽｹ 男子 岡　山 県操山 5m60 29

30 401 安田　康基 (2) ﾔｽﾀﾞ　ｺｳｷ 男子 岡　山 香和 4m80 30

31 406 武本　健誠 (2) ﾀｹﾓﾄ　ｹﾝｾｲ 男子 岡　山 香和 4m60 31

32 407 神﨑　大心 (2) ｶﾝｻﾞｷ　ﾀｲｼﾝ 男子 岡　山 香和 4m20 32

33 1173 室　　竜矢 (3) ﾑﾛ ﾀﾂﾔ 男子 岡　山 高梁 33

34 1983 楢崎　晴規 (2) ﾅﾗｻｷ ﾊﾙｷ 男子 岡　山 京山 4m50 34

35 821 川上　　歩 (2) ｶﾜｶﾐ ｱﾕﾑ 男子 岡　山 玉島東 4m52 35

36 806 金廣　一爽 (2) ｶﾈﾋﾛ ｲｯｻ 男子 岡　山 玉島東 4m27 36

************************************************

* 男子Ｂ 砲丸投(4.000kg) *

************************************************

18人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 893 種本　航大 (2) ﾀﾈﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 男子 岡　山 井原 5m12 1

2 105 小谷　眞弘 (2) ｺﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 男子 岡　山 市操山 2

3 320 三重野　煌樹 (2) ﾐｴﾉ ｺｳｼﾞｭ 男子 岡　山 児島 3

4 302 小倉　陽斗 (2) ｵｸﾞﾗ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 児島 4

5 2500 柄川　将太朗 (2) ｴｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 岡　山 勝央 5

6 628 小田　実璃 (2) ｵﾀﾞ ﾐﾉﾘ 男子 岡　山 倉敷東 6

7 670 永屋　　徹 (2) ﾅｶﾞﾔ ﾄｵﾙ 男子 岡　山 倉敷南 7

8 131 中山　瑞己 (3) ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 男子 岡　山 操南 12m00 8

9 387 金田　　陸 (2) ｶﾈﾀﾞ ﾘｸ 男子 岡　山 中山 8m50 9

10 1024 大木麻勇斗 (2) ｵｵｷ ﾏｻﾄ 男子 岡　山 東陽 8m47 10

11 1026 内藤　瑠星 (3) ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 男子 岡　山 東陽 8m00 11

12 1542 磯山　太一 (2) ｲｿﾔﾏ ﾀｲﾁ 男子 岡　山 福田南 12

13 2160 伊加　海璃 (2) ｲｶﾞ ｶｲﾘ 男子 岡　山 邑久 11m92 13

14 1473 畝本　悠太 (2) ｳﾈﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 竜操 7m40 14

15 1710 江尻　直生 (2) ｴｼﾞﾘ ﾅｵｷ 男子 岡　山 吉備 15

16 397 久山　太陽 (2) ｸﾔﾏ　ﾀｲﾖｳ 男子 岡　山 香和 10m45 16

17 408 藤原　晟 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼﾞｮｳ 男子 岡　山 香和 10m55 17

18 804 久保　友人 (2) ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ 男子 岡　山 玉島東 8m90 18
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************************************************

* 男子Ａ 砲丸投(5.000kg) *

************************************************

12人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 161 難波　聖司 (3) ﾅﾝﾊﾞ ｾｲｼﾞ 男子 岡　山 宇野 11m82 1

2 1194 田中　寿芽 (3) ﾀﾅｶ ｼｭｳｶﾞ 男子 岡　山 庄 13m33 2

3 2450 間野　仁龍 (3) ﾏﾉ ｼﾞﾝﾘｭｳ 男子 岡　山 操南 8m47 3

4 233 三宅　真麻希 (3) ﾐﾔｹ ﾏｻｷ 男子 岡　山 荘内 11m66 4

5 241 前田　珠佑 (3) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳ 男子 岡　山 荘内 8m35 5

6 2735 池本　莉久 (3) ｲｹﾓﾄ ﾘｸ 男子 岡　山 津山 6m32 6

7 1547 森行　流愛 (3) ﾓﾘﾕｷ ﾙｱﾝ 男子 岡　山 福田南 9m30 7

8 283 髙橋　輝向 (3) ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ 男子 岡　山 味野 7m92 8

9 1659 河島　明彦 (3) ｺｳｼﾏ ｱｷﾋｺ 男子 岡　山 里庄 9m53 9

10 2688 石岡 春陽 (3) ｲｼｵｶ ﾊﾙﾋ 男子 岡　山 竜操 10m48 10

11 32 平井　夏輝 (3) ﾋﾗｲ ﾅﾂｷ 男子 岡　山 石井 12m07 11

12 1714 前田　一樹 (3) ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 岡　山 吉備 8m00 12

********************************************

* 男子 円盤投(1.500kg) *

********************************************

18人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 161 難波　聖司 (3) ﾅﾝﾊﾞ ｾｲｼﾞ 男子 岡　山 宇野 1

2 166 難波　賢生 (1) ﾅﾝﾊﾞ ｹﾝｾｲ 男子 岡　山 宇野 2

3 328 福田　大虎 (2) ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 岡　山 児島 3

4 302 小倉　陽斗 (2) ｵｸﾞﾗ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 児島 4

5 2450 間野　仁龍 (3) ﾏﾉ ｼﾞﾝﾘｭｳ 男子 岡　山 操南 20m00 5

6 131 中山　瑞己 (3) ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 男子 岡　山 操南 20m00 6

7 136 森本　悠介 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 操南 20m00 7

8 233 三宅　真麻希 (3) ﾐﾔｹ ﾏｻｷ 男子 岡　山 荘内 31m85 8

9 241 前田　珠佑 (3) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳ 男子 岡　山 荘内 20m25 9

10 2735 池本　莉久 (3) ｲｹﾓﾄ ﾘｸ 男子 岡　山 津山 10

11 2728 横山　巧真 (3) ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾏ 男子 岡　山 津山 11

12 1028 大村　柊貴 (3) ｵｵﾑﾗ ｼｭｳｷ 男子 岡　山 東陽 12

13 1200 林　　巧真 (3) ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ 男子 岡　山 東陽 13

14 1026 内藤　瑠星 (3) ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 男子 岡　山 東陽 14

15 2160 伊加　海璃 (2) ｲｶﾞ ｶｲﾘ 男子 岡　山 邑久 20m47 15

16 2163 時岡　良光 (2) ﾄｷｵｶ ﾖｼﾃﾙ 男子 岡　山 邑久 16

17 32 平井　夏輝 (3) ﾋﾗｲ ﾅﾂｷ 男子 岡　山 石井 17

18 332 河内　蒼空 (1) ｶﾜｳﾁ ｿﾗ 男子 岡　山 郷内 15m00 18

**************************************************

* 男子 ジャベリックスロー *

**************************************************

48人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 889 田辺　　樹 (2) ﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 男子 岡　山 井原 1

2 2200 西山　銀児 (3) ﾆｼﾔﾏ ｷﾞﾝｼﾞ 男子 岡　山 笠岡東 46m65 2

3 1619 岡堂　泰成 (3) ｵｶﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 鴨方 49m69 3

4 1620 尾﨑　朔弥 (3) ｵｻﾞｷ ｻｸﾔ 男子 岡　山 鴨方 41m54 4

5 1614 藤原　夢羽 (3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾊ 男子 岡　山 鴨方 5

6 491 豊田　琉功 (3) ﾄﾖﾀ ﾘｸ 男子 岡　山 山南 40m24 6

7 322 小野　裕貴 (2) ｵﾉ ﾋﾛｷ 男子 岡　山 児島 7

8 1203 仁科　　諄 (1) ﾆｼﾅ ｼﾞｭﾝ 男子 岡　山 就実 8

9 660 園田　栞大 (1) ｿﾉﾀﾞ　ｶﾝﾀ 男子 岡　山 倉敷南 9

10 669 上村　悠月 (1) ｳｴﾑﾗ　ﾕｳｷ 男子 岡　山 倉敷南 10

11 667 坂口　魁徠 (1) ｻｶｸﾞﾁ　ｶｲﾗ 男子 岡　山 倉敷南 11

12 693 片山　拓海 (3) ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾐ 男子 岡　山 倉敷北 12

13 683 尾﨑　泰成 (3) ｵｻﾞｷ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 倉敷北 13

14 118 河藤　啓悟 (3) ｶﾜﾄｳ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 操南 40m00 14

15 2450 間野　仁龍 (3) ﾏﾉ ｼﾞﾝﾘｭｳ 男子 岡　山 操南 40m00 15

16 136 森本　悠介 (3) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 岡　山 操南 35m00 16

17 2191 仲田颯一郎 (3) ﾅｶﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 岡　山 大安寺 3m65 17

18 376 賀陽　瑛史 (1) ｶﾖｳ ｴｲｼﾞ 男子 岡　山 中山 18

19 46 大町　悠真 (3) ｵｵﾏﾁ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 中道 19

20 2726 福田　雄太 (3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 津山 20

21 2730 藤堂　晃也 (3) ﾄｳﾄﾞｳ ｺｳﾔ 男子 岡　山 津山 21

22 1222 小柳　友希 (1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳｷ 男子 岡　山 津山東 22

23 1234 井汲　　光 (1) ｲｸﾐ ﾋｶﾙ 男子 岡　山 津山東 23

24 1200 林　　巧真 (3) ﾊﾔｼ ﾀｸﾏ 男子 岡　山 東陽 24

25 249 井上　烈王 (3) ｲﾉｳｴ ﾚｵﾝ 男子 岡　山 八浜 0m45 25

26 253 德永　　逞 (2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 男子 岡　山 八浜 0m40 26

27 1547 森行　流愛 (3) ﾓﾘﾕｷ ﾙｱﾝ 男子 岡　山 福田南 44m88 27

28 2166 安田　陽翔 (2) ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 岡　山 邑久 28

29 2168 木村　　歩 (2) ｷﾑﾗ ｱﾕﾑ 男子 岡　山 邑久 29

30 2165 國塩 大翔 (1) ｸﾆｼｵ ﾔﾏﾄ 男子 岡　山 邑久 30

31 1659 河島　明彦 (3) ｺｳｼﾏ ｱｷﾋｺ 男子 岡　山 里庄 40m36 31

32 1881 清水　桂伍 (3) ｼﾐｽﾞ ｹｲｺﾞ 男子 岡　山 連島南 32

33 599 大谷　恵一 (3) ｵｵﾀﾆ ｹｲｲﾁ 男子 岡　山 和気 33

34 34 柏野　泰智 (2) ｶｼﾉ ﾀｲﾁ 男子 岡　山 石井 34
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**************************************************

* 男子 ジャベリックスロー *

**************************************************

48人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

35 1065 槇尾　月希 (2) ﾏｷｵ ﾂｷ 男子 岡　山 興除 35

36 56 小山　侑馬 (3) ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 男子 岡　山 桑田 30m00 36

37 788 安藤　　駿 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 男子 岡　山 桑田 30m00 37

38 2621 奥津　蒼瑚 (3) ｵｸﾂ ｿｳｺﾞ 男子 岡　山 県操山 38

39 2618 妙見　紋友 (3) ﾐｮｳｹﾝ ﾓﾝﾄ 男子 岡　山 県操山 39

40 2617 佐藤　泰成 (3) ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ 男子 岡　山 県操山 40

41 403 杉山　羽純海 (2) ｽｷﾞﾔﾏ　ﾊｽﾞﾐ 男子 岡　山 香和 30m00 41

42 407 神﨑　大心 (2) ｶﾝｻﾞｷ　ﾀｲｼﾝ 男子 岡　山 香和 30m00 42

43 408 藤原　晟 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼﾞｮｳ 男子 岡　山 香和 30m00 43

44 1993 河原　僚祐 (1) ｶﾜﾊﾗ　ﾘｮｳｽｹ 男子 岡　山 京山 44

45 1999 今林　希 (1) ｲﾏﾊﾔｼﾉｿﾞﾐ 男子 岡　山 京山 45

46 816 沼野　竜也 (2) ﾇﾏﾉ ﾘｭｳﾔ 男子 岡　山 玉島東 49m75 46

47 2679 西野　　匠 　(3) ニシノ　タクミ 男子 岡　山 倉敷西 47

48 2669 大饗　　蓮　　 (3) オオアエ　レン 男子 岡　山 倉敷西 48

**********************************

* 女子Ｃ １００ｍ *

**********************************

111人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 9082 原田　美來 (1) ﾊﾗﾀﾞ ﾐｸ 女子 岡　山 Aster 12.60 1

2 9081 田中　俐帆 (1) ﾀﾅｶ ﾘﾎ 女子 岡　山 Aster 13.97 2

3 726 大山　さくら (2) ｵｵﾔﾏ ｻｸﾗ 女子 岡　山 井原 13.99 3

4 730 金藤　未夢 (2) ｶﾈﾄｳ ﾐﾕ 女子 岡　山 井原 15.03 4

5 733 山本　菜穂 (1) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾎ 女子 岡　山 井原 16.67 5

6 131 夏目　花蓮 (1) ﾅﾂﾒ ｶﾚﾝ 女子 岡　山 宇野 16.50 6

7 144 佐川　愛未 (1) ｻｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 宇野 15.30 7

8 1482 森　明日花 (1) ﾓﾘ ｱｽｶ 女子 岡　山 岡大附属 13.16 8

9 11 谷本　日向子 (2) ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾅｺ 女子 岡　山 岡北 14.85 9

10 20 小泉　姫華 (1) ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾒｶ 女子 岡　山 岡北 15.50 10

11 18 牧迫　凛桜 (1) ﾏｷｻｺ ﾘｵ 女子 岡　山 岡北 16.00 11

12 2349 野宮　碧衣 (1) ﾉﾐﾔ　ｱｵｲ 女子 岡　山 笠岡東 14.36 12

13 2350 濵野　　葵 (1) ﾊﾏﾉ ｱｵｲ 女子 岡　山 笠岡東 15.92 13

14 2351 河本　心咲 (1) ｶﾜﾓﾄ　ｻｷ 女子 岡　山 笠岡東 15.68 14

15 1945 川原　早織 (1) ｶﾜﾊﾗ ｻｵﾘ 女子 岡　山 吉井 13.27 15

16 1814 吉野　心人 (1) ﾖｼﾉ ｺﾄ 女子 岡　山 桜が丘 15.25 16

17 1817 勝田　　楓 (1) ｶﾂﾀ ｶｴﾃﾞ 女子 岡　山 桜が丘 15.22 17

18 377 加藤　凛花 (1) ｶﾄｳ ﾘﾅ 女子 岡　山 山南 14.16 18

19 379 伏見　春歌 (1) ﾌｼﾐ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 山南 14.40 19

20 372 花口　祐梨 (1) ﾊﾅｸﾞﾁ ﾕﾘ 女子 岡　山 山南 15.70 20

21 94 原田　渚 (1) ﾊﾗﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 女子 岡　山 市操山 14.80 21

22 95 居垣　璃奈 (1) ｲｶﾞｷ ﾘﾅ 女子 岡　山 市操山 16.05 22

23 89 大山　亜沙美 (2) ｵｵﾔﾏ ｱｻﾐ 女子 岡　山 市操山 14.84 23

24 1201 長瀬　怜紗 (1) ﾅｶﾞｾ ﾚｲｻ 女子 岡　山 就実 15.38 24

25 1200 正木　彩瑚 (1) ﾏｻｷ ｱｺ 女子 岡　山 就実 15.00 25

26 751 永井　悠菜 (1) ﾅｶﾞｲ　ﾕｳﾅ 女子 岡　山 庄 14.98 26

27 398 藤澤　　愛 (2) ﾌｼﾞｻﾜ ｱｲ 女子 岡　山 上道 15.07 27

28 2216 今吉　未菜 (1) ｲﾏﾖｼ ﾐﾅ 女子 岡　山 上道 15.98 28

29 2217 河田　菜々美 (1) ｶﾜﾀ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 上道 15.80 29

30 1327 有松　陽菜 (1) ｱﾘﾏﾂ ﾋﾅﾉ 女子 岡　山 新田 13.77 30

31 1329 高畑　咲妃 (1) ﾀｶﾊﾀ ｻｷ 女子 岡　山 新田 14.86 31

32 1335 平井　そよ (1) ﾋﾗｲ ｿﾖ 女子 岡　山 新田 16.63 32

33 336 山中　璃音 (2) ﾔﾏﾅｶ ﾘｵﾝ 女子 岡　山 西大寺 13.49 33

34 2379 松永　紗奈 (2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾅ 女子 岡　山 倉敷西 13.78 34

35 532 小橋　瑠唯 (2) ｺﾊﾞｼ ﾙｲ 女子 岡　山 倉敷南 13.43 35

36 524 枚田乃々葉 (1) ﾋﾗﾀ　ﾉﾉﾊ 女子 岡　山 倉敷南 13.61 36

37 516 長谷川　和音 (1) ﾊｾｶﾞﾜ　ｶｽﾞﾈ 女子 岡　山 倉敷南 14.55 37

38 2548 松瀬　春夏 (1) ﾏﾂｾ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 操南 16.00 38

39 2542 松原　菜摘 (1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 操南 14.66 39

40 2544 信江　想空 (1) ﾉﾌﾞｴ ｿﾗ 女子 岡　山 操南 13.90 40

41 9734 安田　朱里 (1) ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 女子 岡　山 総社ウィング 14.55 41

42 9730 岸本　陽向 (1) ｷｼﾓﾄ ﾋﾅﾀ 女子 岡　山 総社ウィング 14.28 42

43 874 永井　美桜 (1) ﾅｶﾞｲ ﾐｵ 女子 岡　山 総社西 14.34 43

44 875 森谷　心春 (1) ﾓﾘﾔ ｺﾊﾙ 女子 岡　山 総社西 14.34 44

45 876 石川　乃彩 (1) ｲｼｶﾜ ﾉｱ 女子 岡　山 総社西 14.22 45

46 664 小川　凪央 (2) ｵｶﾞﾜ ﾅｵ 女子 岡　山 総社東 13.90 46

47 665 佐伯　采香 (1) ｻｲｷ ｱﾔｶ 女子 岡　山 総社東 14.60 47

48 666 吉原　　花 (1) ﾖｼﾊﾗ ﾊﾅ 女子 岡　山 総社東 14.70 48

49 1531 黒明　成珠 (2) ｸﾛﾐｮｳ ﾅﾙﾐ 女子 岡　山 荘内 14.30 49

50 186 三宅　優亜 (1) ﾐﾔｹ ﾕｳｱ 女子 岡　山 荘内 15.14 50

51 1533 西上　さくら (1) ﾆｼｳｴ ｻｸﾗ 女子 岡　山 荘内 15.20 51

52 1871 赤坂　美永 (1) ｱｶｻｶ ﾐﾄ 女子 岡　山 大安寺 14.36 52

53 1874 遠藤　はな (1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ 女子 岡　山 大安寺 13.66 53

54 1978 大田　佳鈴 (1) ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 女子 岡　山 中道 14.41 54

55 1977 木梨　光菜 (1) ｷﾅｼ ﾋﾅ 女子 岡　山 中道 12.88 55

56 2493 坂本　澄々花 (1) ｻｶﾓﾄ ｽｽﾞｶ 女子 岡　山 津山 15.03 56

57 983 釜口　心菜 (2) ｶﾏｸﾞﾁ ｺｺﾅ 女子 岡　山 津山東 14.30 57

58 986 竹内　李奈 (1) ﾀｹｳﾁ ﾘｲﾅ 女子 岡　山 津山東 14.95 58
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59 770 冨岡　実桜 (1) ﾄﾐｵｶ ﾐｵ 女子 岡　山 東陽 15.10 59

60 774 高柿　陽菜 (2) ﾀｶｶﾞｷ ﾋﾅ 女子 岡　山 灘崎 14.16 60

61 780 平田　鈴葉 (1) ﾋﾗﾀ ｽｽﾞﾊ 女子 岡　山 灘崎 14.91 61

62 781 三宅　那波 (1) ﾐﾔｹ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 灘崎 15.02 62

63 584 浅野　百咲 (2) ｱｻﾉ ｻｸﾗ 女子 岡　山 倉敷福田 15.80 63

64 586 新本　真子 (2) ｼﾝﾓﾄ ﾏｺ 女子 岡　山 倉敷福田 15.13 64

65 587 玄馬　沙耶 (2) ｹﾞﾝﾊﾞ ｻﾔ 女子 岡　山 倉敷福田 15.21 65

66 1260 吉本　佐和子 (1) ﾖｼﾓﾄ ｻﾜｺ 女子 岡　山 福田南 13.66 66

67 1372 小野　亜衣莉 (1) ｵﾉ ｱｲﾘ 女子 岡　山 福南 14.11 67

68 2138 片山　恵玲那 (1) ｶﾀﾔﾏ ｴﾚﾅ 女子 岡　山 味野 14.30 68

69 2139 田中　奈々 (1) ﾀﾅｶ ﾅﾅ 女子 岡　山 味野 14.68 69

70 2140 松本　佳恵 (1) ﾏﾂﾓﾄ ｶｴ 女子 岡　山 味野 15.14 70

71 835 今城　和佳 (1) ｲﾏｼﾞｮｳ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 里庄 14.90 71

72 2468 有森　真陽 (1) ｱﾘﾓﾘ ﾏﾊﾙ 女子 岡　山 竜操 14.70 72

73 2470 赤木　乃娃 (1) ｱｶｷﾞ ﾉｱ 女子 岡　山 竜操 14.60 73

74 2467 越智　　妃 (1) ｵﾁ ｷｻｷ 女子 岡　山 竜操 14.90 74

75 457 中西　和花 (1) ﾅｶﾆｼ ﾉﾄﾞｶ 女子 岡　山 和気 75

76 458 早瀬　小菊 (1) ﾊﾔｾ ｺｷｸ 女子 岡　山 和気 76

77 33 冨田　旭美 (1) ﾄﾐﾀ ﾃﾙﾐ 女子 岡　山 石井 15.45 77

78 28 太田　椛子 (1) ｵｵﾀ ｶｺ 女子 岡　山 石井 78

79 29 上坂　瑠菜 (1) ｳｴｻｶ ﾙﾅ 女子 岡　山 石井 16.35 79

80 1320 木口　りおな (2) ｷｸﾞﾁ ﾘｵﾅ 女子 岡　山 吉備 14.50 80

81 2517 秋田　結衣 (1) ｱｷﾀ ﾕｲ 女子 岡　山 吉備 14.80 81

82 2518 藤原　樹理奈 (1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾘﾅ 女子 岡　山 吉備 13.89 82

83 2402 福本　成実 (1) ﾌｸﾓﾄ ﾅﾙﾐ 女子 岡　山 久世 15.71 83

84 2397 入澤　　楓 (1) ｲﾘｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 女子 岡　山 久世 15.35 84

85 1844 丸山　優菜 (1) ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 女子 岡　山 郷内 15.80 85

86 285 田邉　理桜 (1) ﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ 女子 岡　山 郷内 13.81 86

87 286 辻浦　　希 (1) ﾂｼﾞｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 女子 岡　山 郷内 15.53 87

88 1511 安井　紅華 (1) ﾔｽｲ ｸﾚﾊ 女子 岡　山 鏡野 14.82 88

89 1513 片山　ありさ (1) ｶﾀﾔﾏ ｱﾘｻ 女子 岡　山 鏡野 15.54 89

90 690 奥岡　咲月 (1) ｵｸｵｶ ｻﾂｷ 女子 岡　山 玉島北 14.82 90

91 695 松田　萌笑 (1) ﾏﾂﾀﾞ ﾓｴ 女子 岡　山 玉島北 13.79 91

92 703 澁谷　姫那 (1) ｼﾌﾞﾔ ﾋﾅ 女子 岡　山 玉島北 14.12 92

93 864 馬場　穂佳 (2) ﾊﾞﾊﾞ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 金光学園 14.68 93

94 2392 眞田　　薫 (1) ｻﾅﾀﾞ　ｶｵﾙ 女子 岡　山 県操山 94

95 2541 細越　麻鈴 (1) ﾎｿｺﾞｼ　ﾏﾘﾝ 女子 岡　山 県操山 95

96 2389 石山　蒼唯 (1) ｲｼﾔﾏ　ｱｵｲ 女子 岡　山 県操山 96

97 2252 横山　咲月 (2) ﾖｺﾔﾏ ｻﾂｷ 女子 岡　山 後楽館 14.79 97

98 2021 安井　優風 (1) ﾔｽｲ ﾕｳｶ 女子 岡　山 御南 16.10 98

99 2022 湯浅　茜音 (1) ﾕｱｻ ｱｶﾈ 女子 岡　山 御南 15.95 99

100 2024 冨永　琉花 (1) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾙｶ 女子 岡　山 御南 15.24 100

101 2025 山本　真緒 (1) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 女子 岡　山 御南 15.02 101

102 303 大森　琉亜 (2) ｵｵﾓﾘ ﾙｱ 女子 岡　山 香和 13.85 102

103 297 末廣　　笑 (1) ｽｴﾋﾛ ｴﾐ 女子 岡　山 香和 14.90 103

104 956 岩瀨　瑠利 (2) ｲﾜｾ ﾙﾘ 女子 岡　山 高梁 16.22 104

105 2042 上原　萌 (2) ｳｴﾊﾗ ﾓｴ 女子 岡　山 京山 13.60 105

106 2055 堀内　ひかり (1) ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾘ 女子 岡　山 京山 13.27 106

107 2040 上廻　野々花 (1) ｶﾐｻｺ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 京山 15.50 107

108 1827 濵﨑　　陽 (2) ﾊﾏｻｷ ｱｶﾘ 女子 岡　山 玉島東 13.90 108

109 1829 小野　さくら (2) ｵﾉ ｻｸﾗ 女子 岡　山 玉島東 14.17 109

110 639 岡本　歩 (1) ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾐ 女子 岡　山 玉島東 15.34 110

111 1961 坂本　小春 (2) ｻｶﾓﾄ ｺﾊﾙ 女子 岡　山 金浦 13.22 111

**********************************
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**********************************
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1 132 安村　いおん (2) ﾔｽﾑﾗ ｲｵﾝ 女子 岡　山 宇野 14.32 1

2 134 織田　紗亜弥 (2) ｵﾘﾀ ｻｱﾔ 女子 岡　山 宇野 14.17 2

3 138 花岡　梨愛 (2) ﾊﾅｵｶ ﾘｱ 女子 岡　山 宇野 14.02 3

4 5 平松　優里 (2) ﾋﾗﾏﾂ ﾕﾘ 女子 岡　山 岡山中央 13.66 4

5 9 松本　倫実 (2) ﾏﾂﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ 女子 岡　山 岡山中央 14.53 5

6 10 宮本　真圭 (2) ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 岡山中央 13.97 6

7 1558 安藤　成美 (3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾙﾐ 女子 岡　山 岡北 14.80 7

8 16 杉　　真帆 (2) ｽｷﾞ ﾏﾅﾎ 女子 岡　山 岡北 13.60 8

9 2345 東山　綾花 (2) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｱﾔｶ 女子 岡　山 笠岡東 14.16 9

10 1815 森下　杏里 (2) ﾓﾘｼﾀ ｱﾝﾘ 女子 岡　山 桜が丘 12.92 10

11 1816 石原　涼華 (2) ｲｼﾊﾗ ｽｽﾞｶ 女子 岡　山 桜が丘 12.90 11

12 88 藤木　帆海 (2) ﾌｼﾞｷ ﾎﾉﾐ 女子 岡　山 市操山 15.18 12

13 91 神田　千尋 (2) ｶﾝﾀﾞ ﾁﾋﾛ 女子 岡　山 市操山 14.00 13

14 92 坂谷　優衣 (2) ｻｶﾀﾆ ﾕｲ 女子 岡　山 市操山 13.22 14

15 1126 竹田　愛里 (2) ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 岡　山 勝央 14.71 15

16 744 渡辺　菜穂 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 女子 岡　山 庄 13.06 16

17 750 小田切　友那 (2) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 庄 17

18 753 廣川　結衣 (2) ﾋﾛｶﾜ ﾕｲ 女子 岡　山 庄 13.67 18

19 393 牧野　色花 (3) ﾏｷﾉ ｲﾛﾊ 女子 岡　山 上道 13.40 19
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20 385 甲　　結衣 (2) ｶﾌﾞﾄ ﾕｲ 女子 岡　山 上道 13.60 20

21 390 梶本　双葉 (2) ｶｼﾞﾓﾄ ﾌﾀﾊﾞ 女子 岡　山 上道 13.54 21

22 1337 上中　瑠菜 (2) ｶﾐﾅｶ ﾙﾅ 女子 岡　山 新田 14.87 22

23 334 平岡　優花 (2) ﾋﾗｵｶ ﾕｳｶ 女子 岡　山 西大寺 12.97 23

24 2382 藤木　ほのか (2) ﾌｼﾞｷ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 倉敷西 13.92 24

25 2423 田中　結菜 (3) ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 天城 13.89 25

26 2421 上森　千穂子 (2) ｳﾜﾓﾘ ﾁﾎｺ 女子 岡　山 天城 13.66 26

27 2422 東　　叶恵 (2) ｱﾂﾞﾏ ｶﾅｴ 女子 岡　山 天城 14.24 27

28 500 庄司　颯紀 (2) ｼｮｳｼﾞ ｻﾂｷ 女子 岡　山 倉敷東 14.25 28

29 521 笠原　りを (2) ｶｻﾊﾗ ﾘｦ 女子 岡　山 倉敷南 14.10 29

30 541 澤田　葵衣 (2) ｻﾜﾀﾞ ｱｵｲ 女子 岡　山 倉敷北 14.14 30

31 554 松原　歩乃花 (2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 倉敷北 13.45 31

32 555 島田　紗那 (2) ｼﾏﾀﾞ ｻﾅ 女子 岡　山 倉敷北 13.40 32

33 104 前川　みなみ (2) ﾏｴｶﾜ ﾐﾅﾐ 女子 岡　山 操南 14.30 33

34 105 松井　悠紗 (2) ﾏﾂｲ ﾕｳｻ 女子 岡　山 操南 13.68 34

35 106 山本　誉佳 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶ 女子 岡　山 操南 13.41 35

36 1432 三宅　唯央里 (2) ﾐﾔｹ ｲｵﾘ 女子 岡　山 早島 13.94 36

37 871 植田　結衣 (3) ｳｴﾀﾞ ﾕｲ 女子 岡　山 総社西 14.00 37

38 872 小﨑　朱里 (2) ｺｻﾞｷ ｼｭﾘ 女子 岡　山 総社西 13.41 38

39 873 松田　　蘭 (2) ﾏﾂﾀﾞ ﾗﾝ 女子 岡　山 総社西 13.51 39

40 661 藤井　玲弥那 (2) ﾌｼﾞｲ ﾚﾐﾅ 女子 岡　山 総社東 13.69 40

41 662 佐藤　萌栞 (2) ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 総社東 14.00 41

42 187 木下　明香 (3) ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 荘内 14.20 42

43 1707 平田　晏理 (2) ﾋﾗﾀ ｱﾝﾘ 女子 岡　山 中山 14.19 43

44 1709 片山　詩菜 (2) ｶﾀﾔﾏ ｼｲﾅ 女子 岡　山 中山 14.23 44

45 1710 草野　理子 (2) ｸｻﾉ ﾘｺ 女子 岡　山 中山 14.09 45

46 1980 髙谷　晴香 (2) ﾀｶﾔ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 中道 15.14 46

47 993 岡田　琴音 (2) ｵｶﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 岡　山 津山西 13.86 47

48 995 小松　怜 (2) ｺﾏﾂ ﾚﾝ 女子 岡　山 津山西 14.20 48

49 976 寄本　詩織 (2) ﾖﾘﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 岡　山 津山東 13.96 49

50 977 井上　公葉 (2) ｲﾉｳｴ ｷﾐﾊ 女子 岡　山 津山東 14.73 50

51 974 沼本　小幸 (2) ﾇﾏﾓﾄ ｺﾕｷ 女子 岡　山 津山東 14.50 51

52 769 高草　瑠菜 (2) ﾀｶｸｻ ﾙﾅ 女子 岡　山 東陽 13.90 52

53 779 與田　真未 (2) ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 灘崎 13.31 53

54 580 井澤　有彩 (2) ｲｻﾞﾜ ｱﾘｻ 女子 岡　山 倉敷福田 15.43 54

55 1256 松浦　未夢 (2) ﾏﾂｳﾗ ﾐﾕ 女子 岡　山 福田南 14.90 55

56 1255 堀内　純花 (2) ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾅ 女子 岡　山 福田南 13.15 56

57 2136 小川　紗英 (2) ｵｶﾞﾜ ｻｴ 女子 岡　山 味野 14.57 57

58 2134 紙谷　朱音 (2) ｶﾐﾔ ｱｶﾈ 女子 岡　山 味野 14.56 58

59 844 前原　乙華 (2) ﾏｴﾊﾗ ｵﾄﾊ 女子 岡　山 里庄 13.89 59

60 845 三宅　 凛 (2) ﾐﾔｹ ﾘﾝ 女子 岡　山 里庄 13.73 60

61 30 冨田　成美 (3) ﾄﾐﾀ ﾅﾙﾐ 女子 岡　山 石井 61

62 1315 河内　琳香　 (2) ｺｳﾁ ﾘﾝｶ 女子 岡　山 吉備 13.77 62

63 1309 石川　紗妃 (2) ｲｼｶﾜ ｻｷ 女子 岡　山 吉備 13.93 63

64 1310 伊久　爾子 (2) ｺﾚﾋｻ ﾆｺ 女子 岡　山 吉備 14.28 64

65 1841 尾崎　心優 (2) ｵｻﾞｷ ﾐﾕｳ 女子 岡　山 郷内 14.50 65

66 1842 藤原　未来 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 女子 岡　山 郷内 14.61 66

67 1843 早川　美来 (2) ﾊﾔｶﾜ ﾐｸ 女子 岡　山 郷内 15.00 67

68 701 中尾　一華 (2) ﾅｶｵ ｲﾁｶ 女子 岡　山 玉島北 14.73 68

69 221 内田　望愛 (2) ｳﾁﾀﾞ ﾐﾋﾛ 女子 岡　山 琴浦 14.75 69

70 230 原田　珠里 (2) ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 女子 岡　山 琴浦 15.12 70

71 859 六原　未智　 (3) ﾛｸﾊﾗ ﾐｻﾄ 女子 岡　山 金光学園 13.80 71

72 870 中野　　結 (2) ﾅｶﾉ ﾕｲ 女子 岡　山 金光学園 14.66 72

73 1731 妹尾　美優 (3) ｾﾉｵ ﾐﾕ 女子 岡　山 桑田 13.70 73

74 2538 松元　果惟 (2) ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕ 女子 岡　山 県操山 13.90 74

75 2537 藤原　千聖 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ 女子 岡　山 県操山 14.00 75

76 296 牧野　栞奈 (2) ﾏｷﾉ　ｶﾝﾅ 女子 岡　山 香和 14.50 76

77 301 佐々木菜々美 (2) ｻｻｷ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 香和 15.00 77

78 304 栁原　美姫 (2) ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾐｷ 女子 岡　山 香和 14.30 78

79 954 五百蔵なごみ (3) ｲｵﾛｲ ﾅｺﾞﾐ 女子 岡　山 高梁 14.00 79

80 955 福本　夏琳 (3) ﾌｸﾓﾄ ｶﾘﾝ 女子 岡　山 高梁 14.53 80

81 2038 正木　紗 (2) ﾏｻｷ ｻﾗ 女子 岡　山 京山 12.94 81

82 2043 山下　芹華 (2) ﾔﾏｼﾀ ｾﾘｶ 女子 岡　山 京山 14.05 82

83 2044 田尻　真子 (2) ﾀｼﾞﾘ ﾏｺ 女子 岡　山 京山 13.00 83

84 1828 田原　咲希 (2) ﾀﾊﾗ ｻｷ 女子 岡　山 玉島東 14.66 84

85 1833 藤井　采那 (2) ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ 女子 岡　山 玉島東 13.61 85

**********************************

* 女子Ａ １００ｍ *

**********************************

23人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 3072 山本　稀月 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｷﾗﾗ 女子 岡　山 SPE 13.49 1

2 369 谷口　琴美 (3) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 女子 岡　山 山南 14.02 2

3 1124 森　　絢那 (3) ﾓﾘ ｱﾔﾅ 女子 岡　山 勝央 14.82 3

4 2425 那須　香音 (3) ﾅｽ ｶﾉﾝ 女子 岡　山 天城 13.83 4

5 2418 若松　穂乃華 (3) ﾜｶﾏﾂ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 天城 13.41 5

6 530 島田　柚葉 (3) ｼﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 女子 岡　山 倉敷南 12.46 6
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**********************************

* 女子Ａ １００ｍ *

**********************************

23人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

7 517 長谷川　和奏 (3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ 女子 岡　山 倉敷南 13.29 7

8 9724 山本　実夢 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 女子 岡　山 総社ウィング 12.68 8

9 881 岡﨑　真衣 (3) ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 女子 岡　山 総社西 12.47 9

10 1881 小松原　芽生 (3) ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾒｲ 女子 岡　山 大安寺 13.98 10

11 1882 能瀬　賛美 (3) ﾉｾ ｻﾝﾋﾞ 女子 岡　山 大安寺 13.75 11

12 240 草野　菜々子 (3) ｸｻﾉ ﾅﾅｺ 女子 岡　山 中山 13.70 12

13 2499 加治 歩乃佳 (3) ｶｼﾞ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 津山 13.29 13

14 987 小椋　初夏 (3) ｵｸﾞﾗ ﾊﾂｶ 女子 岡　山 津山東 12.70 14

15 1265 山口　紗知 (3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ 女子 岡　山 福田南 13.45 15

16 2530 高木　祥江 (3) ﾀｶｷﾞ ﾖｼｴ 女子 岡　山 吉備 13.70 16

17 2531 河田　千尋 (3) ｶﾜﾀ ﾁﾋﾛ 女子 岡　山 吉備 13.70 17

18 291 辻浦　涼奈 (3) ﾂｼﾞｳﾗ ｽｽﾞﾅ 女子 岡　山 郷内 13.52 18

19 292 三宅　空奈 (3) ﾐﾔｹ ｿﾅ 女子 岡　山 郷内 13.73 19

20 862 杉尾　萌夏 (3) ｽｷﾞｵ ﾓｴｶ 女子 岡　山 金光学園 20

21 2390 田中　花野 (3) ﾀﾅｶ ﾊﾅﾉ 女子 岡　山 県操山 13.20 21

22 2391 三吉　柊子 (3) ﾐﾖｼ ﾄｳｺ 女子 岡　山 県操山 22

23 2532 松原　梨央 (3) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｵ 女子 岡　山 県操山 23

**********************************

* 女子Ａ ２００ｍ *

**********************************

17人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 3073 西　　　都 (3) ﾆｼ ﾐﾔｺ 女子 岡　山 SPE 32.00 1

2 3071 野口　愛華 (3) ﾉｸﾞﾁ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 SPE 32.00 2

3 3072 山本　稀月 (3) ﾔﾏﾓﾄ ｷﾗﾗ 女子 岡　山 SPE 27.65 3

4 2425 那須　香音 (3) ﾅｽ ｶﾉﾝ 女子 岡　山 天城 28.76 4

5 2419 赤堀　志帆 (3) ｱｶﾎﾘ ｼﾎ 女子 岡　山 天城 5

6 2418 若松　穂乃華 (3) ﾜｶﾏﾂ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 天城 27.93 6

7 530 島田　柚葉 (3) ｼﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 女子 岡　山 倉敷南 25.61 7

8 517 長谷川　和奏 (3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾜｶﾅ 女子 岡　山 倉敷南 27.20 8

9 9724 山本　実夢 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ 女子 岡　山 総社ウィング 26.88 9

10 881 岡﨑　真衣 (3) ｵｶｻﾞｷ ﾏｲ 女子 岡　山 総社西 26.26 10

11 243 濱田　　空 (3) ﾊﾏﾀﾞ ｸｳ 女子 岡　山 中山 31.24 11

12 987 小椋　初夏 (3) ｵｸﾞﾗ ﾊﾂｶ 女子 岡　山 津山東 25.76 12

13 456 原田　亜優 (3) ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕ 女子 岡　山 和気 30.00 13

14 2528 寺園　萌笑 (3) ﾃﾗｿﾞﾉ ﾓｴ 女子 岡　山 吉備 29.00 14

15 291 辻浦　涼奈 (3) ﾂｼﾞｳﾗ ｽｽﾞﾅ 女子 岡　山 郷内 28.18 15

16 292 三宅　空奈 (3) ﾐﾔｹ ｿﾅ 女子 岡　山 郷内 29.02 16

17 2532 松原　梨央 (3) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｵ 女子 岡　山 県操山 17

**********************************

* 女子Ｃ ８００ｍ *

**********************************

70人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 2075 押目　悠理乃 (1) ｵｼﾒ ﾕﾘﾉ 女子 岡　山 井村ＲＣ 2:25.94 1

2 129 宇和佐　愛葉 (2) ｳﾜｻ ｱｽﾞﾊ 女子 岡　山 宇野 2:55.00 2

3 144 佐川　愛未 (1) ｻｶﾞﾜ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 宇野 2:45.00 3

4 17 影山　加穂子 (1) ｶｹﾞﾔﾏ ｶﾎｺ 女子 岡　山 岡北 2:45.00 4

5 2347 木村　麻里 (1) ｷﾑﾗ　ﾏﾘ 女子 岡　山 笠岡東 2:51.79 5

6 2350 濵野　　葵 (1) ﾊﾏﾉ ｱｵｲ 女子 岡　山 笠岡東 2:52.90 6

7 1813 伊永　珠季 (1) ｺﾚﾅｶﾞ ﾀﾏｷ 女子 岡　山 桜が丘 2:41.46 7

8 381 細川　　藍 (2) ﾎｿｶﾜ ｱｲ 女子 岡　山 山南 2:33.65 8

9 373 太田　汎南 (1) ｵｵﾀ ﾐﾅﾅ 女子 岡　山 山南 2:50.00 9

10 374 岡﨑　芽依 (1) ｵｶｻﾞｷ ﾒｲ 女子 岡　山 山南 2:26.43 10

11 93 金森　琉衣 (1) ｶﾅﾓﾘ ﾙｲ 女子 岡　山 市操山 2:59.65 11

12 970 中塚　麗乃 (1) ﾅｶﾂｶ ﾚﾉ 女子 岡　山 児島 2:41.43 12

13 968 藤井　春姫 (1) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾋ 女子 岡　山 児島 3:05.60 13

14 278 馬場　千尋 (1) ﾊﾞﾊﾞ ﾁﾋﾛ 女子 岡　山 児島 2:52.31 14

15 1202 梶山　美空 (1) ｶｼﾞﾔﾏ ﾚｲｻ 女子 岡　山 就実 15

16 2220 料治　まい (1) ﾘｮｳｼﾞ ﾏｲ 女子 岡　山 上道 2:35.00 16

17 495 谷本　楓和 (1) ﾀﾆﾓﾄ ﾌﾜ 女子 岡　山 倉敷東 2:33.68 17

18 518 岸田　美久 (1) ｷｼﾀﾞ　ﾐｸ 女子 岡　山 倉敷南 2:32.00 18

19 525 藤原　結菜 (1) ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾕｲﾅ 女子 岡　山 倉敷南 2:43.00 19

20 526 松浦　希果 (2) ﾏﾂｳﾗ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 倉敷南 2:39.00 20

21 2543 髙見　紗矢 (1) ﾀｶﾐ ｻﾔ 女子 岡　山 操南 2:56.05 21

22 877 髙田　沙織 (1) ﾀｶﾀ ｻｵﾘ 女子 岡　山 総社西 2:30.94 22

23 878 三宅　なつ美 (1) ﾐﾔｹ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 総社西 2:48.07 23

24 879 道格　愛結 (1) ﾄﾞｳｶｸ ｱﾕ 女子 岡　山 総社西 2:50.00 24

25 670 鎌腰　華帆 (1) ｶﾏｺｼ ｶﾎ 女子 岡　山 総社東 3:00.00 25

26 671 斎藤　美羽 (1) ｻｲﾄｳ ﾐｳ 女子 岡　山 総社東 3:10.00 26

27 184 古家　里奈 (1) ﾌﾙｲｴ ﾘﾅ 女子 岡　山 荘内 2:33.14 27

28 1872 植田　麗央 (1) ｳｴﾀﾞ ﾘｵ 女子 岡　山 大安寺 2:47.83 28

29 1708 村田　希望 (2) ﾑﾗﾀ ﾉｿﾞﾐ 女子 岡　山 中山 2:43.00 29

30 242 濱田　飛羽 (1) ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾜ 女子 岡　山 中山 3:14.00 30
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**********************************

* 女子Ｃ ８００ｍ *

**********************************

70人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

31 2317 中上　楓香 (1) ﾅｶｳｴ ｿﾖｶ 女子 岡　山 長船 2:39.41 31

32 973 辻　莉々子 (2) ﾂｼﾞ ﾘﾘｺ 女子 岡　山 津山東 2:52.00 32

33 980 井上　沙唯 (1) ｲﾉｳｴ ｻﾕ 女子 岡　山 津山東 2:48.50 33

34 782 三宅　結女 (1) ﾐﾔｹ ﾕﾒ 女子 岡　山 灘崎 34

35 783 山崎　　蒼 (1) ﾔﾏｻｷ ｱｵｲ 女子 岡　山 灘崎 35

36 592 黒石　智珠 (1) ｸﾛｲｼ ﾄﾓﾐ 女子 岡　山 倉敷福田 36

37 589 千田　淑乃 (1) ｾﾝﾀﾞ ﾖｼﾉ 女子 岡　山 倉敷福田 37

38 1371 山口　迦睦里 (1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾑﾘ 女子 岡　山 福南 2:31.59 38

39 1182 尾﨑　朱音 (1) ｵｻｷ ｱｶﾈ 女子 岡　山 落合 2:42.95 39

40 1190 光本　さら (1) ﾐﾂﾓﾄ ｻﾗ 女子 岡　山 落合 40

41 1188 竹平　陽菜 (1) ﾀｹﾋﾗ ﾋﾅ 女子 岡　山 落合 2:46.15 41

42 835 今城　和佳 (1) ｲﾏｼﾞｮｳ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 里庄 3:06.84 42

43 1216 磯部　愛結 (2) ｲｿﾍﾞ ｱﾕﾅ 女子 岡　山 竜操 2:50.61 43

44 2471 原田　澪李 (1) ﾊﾗﾀﾞ ﾐｵﾘ 女子 岡　山 竜操 2:51.47 44

45 33 冨田　旭美 (1) ﾄﾐﾀ ﾃﾙﾐ 女子 岡　山 石井 2:46.08 45

46 1319 真鍋　明好 (2) ﾏﾅﾍﾞ ﾒｲ 女子 岡　山 吉備 2:40.00 46

47 2521 桐野　留衣 (1) ｷﾘﾉ ﾙｲ 女子 岡　山 吉備 2:37.00 47

48 1318 松尾　莉奈 (1) ﾏﾂｵ ﾘﾅ 女子 岡　山 吉備 2:30.00 48

49 2400 杉山　紗佳 (2) ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾔｶ 女子 岡　山 久世 2:40.38 49

50 1837 濵井　里衣 (2) ﾊﾏｲ ﾘｲ 女子 岡　山 郷内 3:00.00 50

51 1839 大塚　理久 (2) ｵｵﾂｶ ﾘｸ 女子 岡　山 郷内 2:48.00 51

52 284 川上　那奈穂 (1) ｶﾜｶﾐ ﾅﾅﾎ 女子 岡　山 郷内 2:50.00 52

53 1510 浦矢　　楓 (1) ｳﾗﾔ ｶｴﾃﾞ 女子 岡　山 鏡野 2:56.83 53

54 1512 井上　陽菜 (1) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 鏡野 3:24.48 54

55 697 浅野　　馨 (2) ｱｻﾉ ｹｲ 女子 岡　山 玉島北 2:32.05 55

56 698 守本　結菜 (1) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｲﾅ 女子 岡　山 玉島北 2:42.95 56

57 699 小寺　愛香 (1) ｺﾃﾞﾗ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 玉島北 2:34.76 57

58 226 種田　琴之 (2) ﾀﾈﾀﾞ ｺﾄﾉ 女子 岡　山 琴浦 2:30.28 58

59 233 若林　瑠月 (2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 女子 岡　山 琴浦 2:53.44 59

60 868 西嶋　　澪 (2) ﾆｼｼﾞﾏ ﾐｵ 女子 岡　山 金光学園 2:55.87 60

61 2534 白水　さくら (2) ｼﾗﾐｽﾞ ｻｸﾗ 女子 岡　山 県操山 2:30.00 61

62 2391 小山　千代 (1) ｺﾔﾏ　ﾁﾖ 女子 岡　山 県操山 62

63 2395 栗田　帆の夏 (1) ｸﾘﾀ　ﾎﾉｶ 女子 岡　山 県操山 63

64 2250 中山　ねね (2) ﾅｶﾔﾏ ﾈﾈ 女子 岡　山 後楽館 2:21.66 64

65 2022 湯浅　茜音 (1) ﾕｱｻ ｱｶﾈ 女子 岡　山 御南 3:01.27 65

66 2057 木村　香織 (1) ｷﾑﾗ ｶｵﾘ 女子 岡　山 京山 2:55.00 66

67 2048 青木　陽香 (1) ｱｵｷ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 京山 2:59.00 67

68 2047 藤元　なな (1) ﾌｼﾞﾓﾄﾅﾅ 女子 岡　山 京山 2:45.00 68

69 1830 松村　良美 (1) ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾐ 女子 岡　山 玉島東 2:46.14 69

70 1835 西村　光稀 (1) ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂｷ 女子 岡　山 玉島東 70

**************************************

* 女子Ｂ １５００ｍ *

**************************************

47人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 139 樋口　美桜 (2) ﾋｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 岡　山 宇野 5:06.85 1

2 386 田中　晴菜 (2) ﾀﾅｶ ﾊﾅ 女子 岡　山 上道 5:31.00 2

3 1336 中田　千遥 (2) ﾅｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ 女子 岡　山 新田 5:12.54 3

4 2380 楠　ひなた (2) ｸｽﾉｷ ﾋﾅﾀ 女子 岡　山 倉敷西 6:12.00 4

5 2384 小西　かぐや (2) ｺﾆｼ ｶｸﾞﾔ 女子 岡　山 倉敷西 6:23.00 5

6 2385 土倉　夕佳 (2) ﾄｸﾗ ﾕｶ 女子 岡　山 倉敷西 5:01.15 6

7 2420 森島　菜友 (2) ﾓﾘｼﾞﾏ ﾅﾕ 女子 岡　山 天城 5:25.94 7

8 500 中西　可苗 (2) ﾅｶﾆｼ ｶﾅｴ 女子 岡　山 倉敷東 5:06.94 8

9 516 三宅　希佳 (3) ﾐﾔｹ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 倉敷南 5:14.00 9

10 104 石井　佑采 (3) ｲｼｲ ﾕｽﾞ 女子 岡　山 操南 5:33.00 10

11 112 三宅　彩巳梨 (2) ﾐﾔｹ ｱﾐﾘ 女子 岡　山 操南 5:43.09 11

12 113 森元　　杏 (2) ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝ 女子 岡　山 操南 5:08.06 12

13 663 小林　稀麗 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ 女子 岡　山 総社東 5:50.00 13

14 1530 山崎　愛花 (2) ﾔﾏｻｷ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 荘内 5:17.92 14

15 1866 占部　真琴 (2) ｳﾗﾍﾞ ﾏｺﾄ 女子 岡　山 大安寺 5:35.36 15

16 980 平田　茉亜紗 (2) ﾋﾗﾀ ﾏｱｻ 女子 岡　山 津山東 5:15.20 16

17 978 杉山　憂花 (2) ｽｷﾞﾔﾏ ｳｲｶ 女子 岡　山 津山東 5:55.00 17

18 1581 長谷川　鈴佳 (2) ﾊｾｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 女子 岡　山 東陽 5:55.00 18

19 773 山部　吏雛 (2) ﾔﾏﾍﾞ ﾘﾅ 女子 岡　山 東陽 5:25.00 19

20 1587 笹川　　鳴 (2) ｻｻｶﾞﾜ ﾒｲ 女子 岡　山 東陽 6:10.00 20

21 1367 守本　詩麻 (3) ﾓﾘﾓﾄ ｼﾏ 女子 岡　山 福南 5:12.35 21

22 78 福光　桃香 (2) ﾌｸﾐﾂ　ﾓﾓｶ 女子 岡　山 福浜 5:19.00 22

23 69 藤田　絹子 (2) ﾌｼﾞﾀ　ｷﾇｺ 女子 岡　山 福浜 4:57.87 23

24 2485 野々上　結華 (3) ﾉﾉｳｴ ﾕｲｶ 女子 岡　山 北陵 5:36.99 24

25 846 宮本　モアナ (2) ﾐﾔﾓﾄ ﾓｱﾅ 女子 岡　山 里庄 6:25.14 25

26 1218 藤井　日梨 (2) ﾌｼﾞｲ ｶﾘﾝ 女子 岡　山 竜操 5:40.95 26

27 30 冨田　成美 (3) ﾄﾐﾀ ﾅﾙﾐ 女子 岡　山 石井 5:09.00 27

28 25 福田　光希 (2) ﾌｸﾀﾞ ﾐｷ 女子 岡　山 石井 5:58.00 28

29 31 河原　結菜 (2) ｶﾜﾊﾗ ﾕﾅ 女子 岡　山 石井 5:34.24 29

30 1312 福田　あみ (2) ﾌｸﾀﾞ ｱﾐ 女子 岡　山 吉備 5:22.00 30

31 1314 苅田　彩夏 (2) ｶﾝﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 岡　山 吉備 5:13.00 31

32 1311 間野　　結 (2) ﾏﾉ ﾕｲ 女子 岡　山 吉備 5:01.60 32
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**************************************

* 女子Ｂ １５００ｍ *

**************************************

47人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

33 1041 神谷　沙希 (2) ﾐﾀﾆ ｻｷ 女子 岡　山 久米 4:46.68 33

34 1838 山形　彩楓 (2) ﾔﾏｶﾞﾀ ｱﾔｶ 女子 岡　山 郷内 5:56.00 34

35 1508 宗本　綾音 (2) ﾑﾈﾓﾄ ｱﾔﾈ 女子 岡　山 鏡野 5:44.14 35

36 1509 植木　かなた (2) ｳｴｷ ｶﾅﾀ 女子 岡　山 鏡野 36

37 694 文屋　　陽 (2) ﾌﾞﾝﾔ ﾋﾏﾘ 女子 岡　山 玉島北 5:48.53 37

38 229 野田　多花楽 (2) ﾉﾀﾞ ﾀｶﾗ 女子 岡　山 琴浦 5:19.28 38

39 232 横田　鈴華 (2) ﾖｺﾀ ﾘﾝｶ 女子 岡　山 琴浦 6:12.36 39

40 869 三上　幸奈 (2) ﾐｶﾐ ﾕｷﾅ 女子 岡　山 金光学園 6:39.17 40

41 1730 緑川　陽菜 (3) ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 桑田 5:20.00 41

42 2535 安藤　夏海 (2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 県操山 6:00.00 42

43 2539 丸山　叶恵 (2) ﾏﾙﾔﾏ　ｶﾅｴ 女子 岡　山 県操山 6:10.00 43

44 957 平田　なつ実 (3) ﾋﾗﾀ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 高梁 5:26.17 44

45 2040 北向　菜々 (3) ｷﾀﾑｶｲ ﾅﾅ 女子 岡　山 京山 4:58.00 45

46 2051 小林　芽生 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 女子 岡　山 京山 5:22.00 46

47 2049 三浦　帆乃果 (2) ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 京山 5:29.00 47

**************************************

* 女子Ａ ３０００ｍ *

**************************************

17人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 725 新田　紋巳 (3) ﾆｯﾀ ｱﾔﾐ 女子 岡　山 井原 12:39.02 1

2 2081 山本　笑莉 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺﾘ 女子 岡　山 井村ＲＣ 10:14.41 2

3 141 山本　麻央 (3) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 女子 岡　山 宇野 12:00.00 3

4 367 奈爪　桃花 (3) ﾅﾂﾒ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 山南 10:23.75 4

5 1123 川﨑　愛琉 (3) ｶﾜｻｷ ｱｲﾙ 女子 岡　山 勝央 5

6 2379 大森　胡桃 (3) ｵｵﾓﾘ ｸﾙﾐ 女子 岡　山 倉敷西 10:35.39 6

7 531 和田みらい (3) ﾜﾀﾞ ﾐﾗｲ 女子 岡　山 倉敷南 11:58.00 7

8 108 小川　芽息 (3) ｵｶﾞﾜ ﾒｲ 女子 岡　山 操南 12:00.00 8

9 1364 難波　聖菜 (3) ﾅﾝﾊﾞ ｾﾅ 女子 岡　山 福南 11:04.74 9

10 1224 大西　未来 (3) ｵｵﾆｼ ﾐﾗｲ 女子 岡　山 芳泉 10:33.30 10

11 2483 今田　真衣 (3) ｲﾏﾀﾞ ﾏｲ 女子 岡　山 北陵 12:05.44 11

12 1317 有富　　郁 (3) ｱﾘﾄﾐ ｲｸ 女子 岡　山 吉備 10:19.00 12

13 1313 難波　　凛 (3) ﾅﾝﾊﾞ ﾘﾝ 女子 岡　山 吉備 11:30.00 13

14 1305 角南　弥幸 (3) ｽﾅﾐ ﾐﾕｷ 女子 岡　山 吉備 11:30.00 14

15 2388 太田　渚月 (3) ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 県操山 15

16 402 高橋　葉月 (3) ﾀｶﾊｼ ﾊﾂﾞｷ 女子 岡　山 高陽 10:31.67 16

17 2038 馬場　瑞希 (3) ﾊﾞﾊﾞ ﾐｽﾞｷ 女子 岡　山 京山 11:20.00 17

******************************************************

* 女子Ｂ １００ｍＨ(0.762m) *

******************************************************

23人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 132 安村　いおん (2) ﾔｽﾑﾗ ｲｵﾝ 女子 岡　山 宇野 19.50 1

2 744 渡辺　菜穂 (3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 女子 岡　山 庄 14.53 2

3 750 小田切　友那 (2) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 庄 3

4 3607 松本　　彩 (3) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 女子 岡　山 倉敷TFC 15.79 4

5 2424 武井　はな (2) ﾀｹｲ ﾊﾅ 女子 岡　山 天城 5

6 108 田原　まなみ (2) ﾀﾊﾗ ﾏﾅﾐ 女子 岡　山 操南 18.41 6

7 109 絹田　　舞 (2) ｷﾇﾀ ﾏｲ 女子 岡　山 操南 17.86 7

8 110 入野谷　瑚都 (2) ｲﾘﾉﾔ ｺﾄ 女子 岡　山 操南 18.10 8

9 1432 三宅　唯央里 (2) ﾐﾔｹ ｲｵﾘ 女子 岡　山 早島 9

10 871 植田　結衣 (3) ｳｴﾀﾞ ﾕｲ 女子 岡　山 総社西 17.03 10

11 769 高草　瑠菜 (2) ﾀｶｸｻ ﾙﾅ 女子 岡　山 東陽 11

12 845 三宅　 凛 (2) ﾐﾔｹ ﾘﾝ 女子 岡　山 里庄 12

13 459 髙山　心花 (3) ﾀｶﾔﾏ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 和気 18.65 13

14 1309 石川　紗妃 (2) ｲｼｶﾜ ｻｷ 女子 岡　山 吉備 20.00 14

15 1310 伊久　爾子 (2) ｺﾚﾋｻ ﾆｺ 女子 岡　山 吉備 18.40 15

16 2401 中村　香葉 (2) ﾅｶﾑﾗ ｶﾉﾊ 女子 岡　山 久世 15.36 16

17 1842 藤原　未来 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 女子 岡　山 郷内 18.42 17

18 2536 井戸　なつ美 (2) ｲﾄﾞ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 県操山 18

19 295 片山　　惠 (2) ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞ 女子 岡　山 香和 19.95 19

20 304 栁原　美姫 (2) ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾐｷ 女子 岡　山 香和 19.90 20

21 2053 松本　莉夏 (2) ﾏﾂﾓﾄ　ﾘｶ 女子 岡　山 京山 19.00 21

22 2041 國定　那奈 (2) ｸﾆｻﾀﾞ ﾅﾅ 女子 岡　山 京山 16.10 22

23 1833 藤井　采那 (2) ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾅ 女子 岡　山 玉島東 23
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******************************************************

* 女子Ａ １００ｍＨ(0.762m) *

******************************************************

8人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 9085 松村　佳帆 (3) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 女子 岡　山 Aster 14.62 1

2 137 浜本　香湖 (3) ﾊﾏﾓﾄ ｶｺ 女子 岡　山 宇野 2

3 1781 安原　百香 (3) ﾔｽﾊﾗ ﾓﾓｶ 女子 岡　山 倉敷西 14.43 3

4 2425 那須　香音 (3) ﾅｽ ｶﾉﾝ 女子 岡　山 天城 4

5 235 葛原　沙知 (3) ｸｽﾞﾊﾗ ｻﾁ 女子 岡　山 中山 5

6 1368 岡田　夏美 (3) ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 福南 18.00 6

7 2133 花岡　汐音 (3) ﾊﾅｵｶ ｼｵﾝ 女子 岡　山 味野 16.12 7

8 2390 田中　花野 (3) ﾀﾅｶ ﾊﾅﾉ 女子 岡　山 県操山 8

******************************

* 女子Ａ 走高跳 *

******************************

8人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 137 浜本　香湖 (3) ﾊﾏﾓﾄ ｶｺ 女子 岡　山 宇野 1m20 1

2 506 髙比良　歩奈 (3) ﾀｶﾋﾗ ｱﾕﾅ 女子 岡　山 倉敷西 1m57 2

3 235 葛原　沙知 (3) ｸｽﾞﾊﾗ ｻﾁ 女子 岡　山 中山 1m65 3

4 247 難波　萌花 (3) ﾅﾝﾊﾞ ﾓｴｶ 女子 岡　山 中山 1m45 4

5 2500 瀧口　菜音 (3) ﾀｷｸﾞﾁ ﾅｵ 女子 岡　山 津山 1m30 5

6 67 黒川　香津 (3) ｸﾛｶﾜ　ｶﾂﾞ 女子 岡　山 福浜 1m60 6

7 2131 尾池　　優 (3) ｵｲｹ ﾕｳ 女子 岡　山 味野 1m60 7

8 862 杉尾　萌夏 (3) ｽｷﾞｵ ﾓｴｶ 女子 岡　山 金光学園 8

******************************

* 女子Ｃ 走幅跳 *

******************************

64人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 731 岡田　真依 (1) ｵｶﾀﾞ ﾏｲ 女子 岡　山 井原 3m66 1

2 1482 森　明日花 (1) ﾓﾘ ｱｽｶ 女子 岡　山 岡大附属 4m00 2

3 19 影山　千穂子 (1) ｶｹﾞﾔﾏ ﾁﾎｺ 女子 岡　山 岡北 3m50 3

4 2346 伊藤　紗依 (1) ｲﾄｳ ｻｴ 女子 岡　山 笠岡東 0m33 4

5 2348 永原　実結 (1) ﾅｶﾞﾊﾗ　ﾐﾕｳ 女子 岡　山 笠岡東 0m40 5

6 1814 吉野　心人 (1) ﾖｼﾉ ｺﾄ 女子 岡　山 桜が丘 3m64 6

7 1817 勝田　　楓 (1) ｶﾂﾀ ｶｴﾃﾞ 女子 岡　山 桜が丘 2m80 7

8 380 光本　朱杏 (2) ﾐﾂﾓﾄ ﾉｱ 女子 岡　山 山南 4m06 8

9 375 近藤　なつみ (1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ 女子 岡　山 山南 3m00 9

10 376 杉山　綾奈 (1) ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔﾅ 女子 岡　山 山南 3m30 10

11 95 居垣　璃奈 (1) ｲｶﾞｷ ﾘﾅ 女子 岡　山 市操山 3m55 11

12 96 飯田　祐理渚 (1) ｲｲﾀﾞ ﾕﾘﾅ 女子 岡　山 市操山 3m99 12

13 89 大山　亜沙美 (2) ｵｵﾔﾏ ｱｻﾐ 女子 岡　山 市操山 3m43 13

14 745 大戸　菜月 (1) ｵｵﾄ　ﾅﾂｷ 女子 岡　山 庄 3m90 14

15 2218 河田　実桜 (1) ｶﾜﾀﾞ ﾐｵ 女子 岡　山 上道 15

16 2219 深見　紗楽 (1) ﾌｶﾐ ｻﾗ 女子 岡　山 上道 16

17 1325 武本　心音 (1) ﾀｹﾓﾄ ｺｺﾈ 女子 岡　山 新田 4m08 17

18 522 三宅　希叶 (2) ﾐﾔｹ ﾉﾉｶ 女子 岡　山 倉敷南 3m32 18

19 525 木村　ここみ (1) ｷﾑﾗ　ｺｺﾐ 女子 岡　山 倉敷南 19

20 526 原田　みらい (1) ﾊﾗﾀﾞ　ﾐﾗｲ 女子 岡　山 倉敷南 20

21 107 田中　　葵 (2) ﾀﾅｶ ｱｵｲ 女子 岡　山 操南 4m41 21

22 2545 海野　愛葉 (1) ｳﾐﾉ ｱｲﾊ 女子 岡　山 操南 3m00 22

23 9734 安田　朱里 (1) ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 女子 岡　山 総社ウィング 4m23 23

24 874 永井　美桜 (1) ﾅｶﾞｲ ﾐｵ 女子 岡　山 総社西 4m29 24

25 875 森谷　心春 (1) ﾓﾘﾔ ｺﾊﾙ 女子 岡　山 総社西 4m35 25

26 876 石川　乃彩 (1) ｲｼｶﾜ ﾉｱ 女子 岡　山 総社西 4m00 26

27 667 池上　千春 (1) ｲｹｶﾞﾐ ﾁﾊﾙ 女子 岡　山 総社東 3m70 27

28 668 難波　まこ (1) ﾅﾝﾊﾞ ﾏｺ 女子 岡　山 総社東 3m50 28

29 669 難波　かこ (1) ﾅﾝﾊﾞ ｶｺ 女子 岡　山 総社東 3m50 29

30 1531 黒明　成珠 (2) ｸﾛﾐｮｳ ﾅﾙﾐ 女子 岡　山 荘内 4m38 30

31 185 嵐　　都愛 (1) ｱﾗｼ ﾄｱ 女子 岡　山 荘内 3m47 31

32 193 土居　柚稀 (1) ﾄﾞｲ ﾕｽﾞｷ 女子 岡　山 荘内 3m25 32

33 1874 遠藤　はな (1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ 女子 岡　山 大安寺 4m92 33

34 245 黒須　菜月 (1) ｸﾛｽ ﾅﾂｷ 女子 岡　山 中山 3m50 34

35 1978 大田　佳鈴 (1) ｵｵﾀ ｶﾘﾝ 女子 岡　山 中道 4m46 35

36 1977 木梨　光菜 (1) ｷﾅｼ ﾋﾅ 女子 岡　山 中道 3m82 36

37 2318 馬場　咲菜 (1) ﾊﾞﾊﾞ ｻﾅ 女子 岡　山 長船 4m20 37

38 979 光岡　結菜 (1) ﾐﾂｵｶ ﾕﾅ 女子 岡　山 津山東 38

39 784 小林　苺果 (1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 女子 岡　山 灘崎 39

40 785 細川　花鈴 (1) ﾎｿｶﾜ ｶﾘﾝ 女子 岡　山 灘崎 0m34 40

41 786 佐藤　真桜 (1) ｻﾄｳ ﾏｵ 女子 岡　山 灘崎 41

42 591 古林　　愛 (1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 女子 岡　山 倉敷福田 42

43 590 岡本　七海 (1) ｵｶﾓﾄ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 倉敷福田 43

44 583 岡部　世衣良 (1) ｵｶﾍﾞ ｾｲﾗ 女子 岡　山 倉敷福田 44

45 1261 鈴木　亜虹 (1) ｽｽﾞｷ　ｱｺ 女子 岡　山 福田南 4m83 45

46 2137 石原　ひなの (1) ｲｼﾊﾗ ﾋﾅﾉ 女子 岡　山 味野 3m06 46

47 2466 藤井　江里奈 (1) ﾌｼﾞｲ ｴﾘﾅ 女子 岡　山 竜操 3m70 47

48 2465 野口　衣音 (1) ﾉｸﾞﾁ ｲｵﾝ 女子 岡　山 竜操 3m50 48



競技エントリーリスト リスト出力日付：2019/08/16 00:34:10 Page:19

******************************

* 女子Ｃ 走幅跳 *

******************************

64人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

49 2472 花房　春彩 (1) ﾊﾅﾌｻ ﾊﾙｱ 女子 岡　山 竜操 3m80 49

50 32 木村　珠久 (2) ｷﾑﾗ ﾐｸ 女子 岡　山 石井 3m98 50

51 2520 桑原　花菜子 (1) ｸﾜﾊﾞﾗ ｶﾅｺ 女子 岡　山 吉備 3m96 51

52 1308 佐藤　美咲 (1) ｻﾄｳ ﾐｻｷ 女子 岡　山 吉備 3m80 52

53 1316 田中　涼葉 (1) ﾀﾅｶ ｽｽﾞﾊ 女子 岡　山 吉備 3m80 53

54 287 辻浦　美月 (1) ﾂｼﾞｳﾗ ﾐﾂﾞｷ 女子 岡　山 郷内 3m27 54

55 289 三宅　　海羽 (1) ﾐﾔｹ ﾐｳ 女子 岡　山 郷内 3m00 55

56 1511 安井　紅華 (1) ﾔｽｲ ｸﾚﾊ 女子 岡　山 鏡野 56

57 1513 片山　ありさ (1) ｶﾀﾔﾏ ｱﾘｻ 女子 岡　山 鏡野 3m60 57

58 303 大森　琉亜 (2) ｵｵﾓﾘ ﾙｱ 女子 岡　山 香和 4m50 58

59 2039 荒金　空来 (1) ｱﾗｶﾈ ｿﾗ 女子 岡　山 京山 3m50 59

60 2041 藤井　菜々子 (1) ﾌｼﾞｲﾅﾅｺ 女子 岡　山 京山 3m20 60

61 2056 吉川　真実 (1) ｷｯｶﾜﾏﾐ 女子 岡　山 京山 3m20 61

62 1831 浅沼　真乃 (1) ｱｻﾇﾏ ﾏﾉ 女子 岡　山 玉島東 3m45 62

63 1834 片岡　あこ (1) ｶﾀｵｶ ｱｺ 女子 岡　山 玉島東 63

64 1826 佐藤　栄子 (1) ｻﾄｳ ｴｲｺ 女子 岡　山 玉島東 64

******************************

* 女子Ｂ 走幅跳 *

******************************

45人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 135 藤岡　咲江 (2) ﾌｼﾞｵｶ ｻｷｴ 女子 岡　山 宇野 4m32 1

2 12 杉　　萌加 (2) ｽｷﾞ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 岡北 4m61 2

3 2345 東山　綾花 (2) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｱﾔｶ 女子 岡　山 笠岡東 0m41 3

4 370 摺河　史華 (3) ｽﾙｶﾞ ﾌﾐｶ 女子 岡　山 山南 4m97 4

5 1125 岸本　莉実 (2) ｷｼﾓﾄ ﾘﾐ 女子 岡　山 勝央 4m38 5

6 749 内田　愛子 (2) ｳﾁﾀﾞ ｱｲｺ 女子 岡　山 庄 6

7 387 髙田　愛梨 (2) ﾀｶﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 岡　山 上道 3m98 7

8 384 三谷　采音 (2) ﾐﾀﾆ ｱﾔﾈ 女子 岡　山 上道 4m35 8

9 391 福島　萌音 (2) ﾌｸｼﾏ ﾓﾈ 女子 岡　山 上道 9

10 3607 松本　　彩 (3) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 女子 岡　山 倉敷TFC 4m76 10

11 501 中西　末苗 (2) ﾅｶﾆｼ ﾏﾅｴ 女子 岡　山 倉敷東 4m20 11

12 499 水流　歩乃果 (2) ﾂﾙ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 倉敷東 4m52 12

13 521 笠原　りを (2) ｶｻﾊﾗ ﾘｦ 女子 岡　山 倉敷南 13

14 520 横山　礼佳 (2) ﾖｺﾔﾏ ｱﾔｶ 女子 岡　山 倉敷南 3m68 14

15 114 幸坂　ゆめり (2) ｺｳｻｶ ﾕﾒﾘ 女子 岡　山 操南 4m86 15

16 118 小川　涼琶 (2) ｵｶﾞﾜ ｽｽﾞﾊ 女子 岡　山 操南 3m00 16

17 123 羽﨑　千夏 (2) ﾊｻﾞｷ ﾁﾅﾂ 女子 岡　山 操南 3m50 17

18 872 小﨑　朱里 (2) ｺｻﾞｷ ｼｭﾘ 女子 岡　山 総社西 4m58 18

19 187 木下　明香 (3) ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 荘内 4m73 19

20 1869 中原　真麻 (3) ﾅｶﾊﾗ ﾏｱｻ 女子 岡　山 大安寺 3m53 20

21 1710 草野　理子 (2) ｸｻﾉ ﾘｺ 女子 岡　山 中山 4m76 21

22 976 寄本　詩織 (2) ﾖﾘﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 岡　山 津山東 4m61 22

23 974 沼本　小幸 (2) ﾇﾏﾓﾄ ｺﾕｷ 女子 岡　山 津山東 3m80 23

24 982 和田　麗美香 (2) ﾜﾀﾞ ﾚﾐｶ 女子 岡　山 津山東 4m01 24

25 579 田中　音羽 (2) ﾀﾅｶ ﾉﾉﾊ 女子 岡　山 倉敷福田 4m39 25

26 576 古谷野　朱音 (3) ｺﾔﾉ ｱｶﾈ 女子 岡　山 倉敷福田 4m70 26

27 581 間庭　想菜 (2) ﾏﾆﾜ ｿﾅ 女子 岡　山 倉敷福田 4m20 27

28 1370 原田　　結 (2) ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｲ 女子 岡　山 福南 3m90 28

29 2130 青井　七海 (3) ｱｵｲ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 味野 4m62 29

30 2135 藤田　珠璃 (2) ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾘ 女子 岡　山 味野 4m05 30

31 1702 中西　美理 (2) ﾅｶﾆｼ ﾐﾘ 女子 岡　山 石井 3m68 31

32 1698 木浪　　凜 (2) ｷﾅﾐ ﾘﾝ 女子 岡　山 石井 4m02 32

33 1315 河内　琳香　 (2) ｺｳﾁ ﾘﾝｶ 女子 岡　山 吉備 4m67 33

34 2524 延原　紗耶 (2) ﾉﾌﾞﾊﾗ ｻﾔ 女子 岡　山 吉備 3m50 34

35 1322 山形　陽香 (2) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 吉備 3m82 35

36 1841 尾崎　心優 (2) ｵｻﾞｷ ﾐﾕｳ 女子 岡　山 郷内 36

37 1843 早川　美来 (2) ﾊﾔｶﾜ ﾐｸ 女子 岡　山 郷内 37

38 701 中尾　一華 (2) ﾅｶｵ ｲﾁｶ 女子 岡　山 玉島北 4m16 38

39 859 六原　未智　 (3) ﾛｸﾊﾗ ﾐｻﾄ 女子 岡　山 金光学園 4m56 39

40 298 和田 恭佳 (2) ﾜﾀﾞ ｷｮｳｶ 女子 岡　山 香和 4m35 40

41 301 佐々木菜々美 (2) ｻｻｷ ﾅﾅﾐ 女子 岡　山 香和 4m30 41

42 954 五百蔵なごみ (3) ｲｵﾛｲ ﾅｺﾞﾐ 女子 岡　山 高梁 4m87 42

43 2045 杉本　美紅 (2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｸ 女子 岡　山 京山 3m50 43

44 2052 八木　遥菜 (2) ﾔｷﾞ ﾊﾙﾅ 女子 岡　山 京山 3m40 44

45 2048 川元　優芽 (2) ｶﾜﾓﾄ ﾕﾒ 女子 岡　山 京山 3m50 45

************************************************

* 女子Ｂ 砲丸投(2.721kg) *

************************************************

24人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 88 藤木　帆海 (2) ﾌｼﾞｷ ﾎﾉﾐ 女子 岡　山 市操山 1

2 963 真鍋　奈都萌 (3) ﾏﾅﾍﾞ ﾅﾂﾒ 女子 岡　山 児島 10m79 2

3 746 平松　開花 (3) ﾋﾗﾏﾂ ｶｲｶ 女子 岡　山 庄 3
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************************************************

* 女子Ｂ 砲丸投(2.721kg) *

************************************************

24人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

4 110 入野谷　瑚都 (2) ｲﾘﾉﾔ ｺﾄ 女子 岡　山 操南 8m30 4

5 118 小川　涼琶 (2) ｵｶﾞﾜ ｽｽﾞﾊ 女子 岡　山 操南 5m50 5

6 661 藤井　玲弥那 (2) ﾌｼﾞｲ ﾚﾐﾅ 女子 岡　山 総社東 9m92 6

7 1869 中原　真麻 (3) ﾅｶﾊﾗ ﾏｱｻ 女子 岡　山 大安寺 5m56 7

8 1706 片山　明香 (2) ｶﾀﾔﾏ ｱｽｶ 女子 岡　山 中山 7m00 8

9 995 小松　怜 (2) ｺﾏﾂ ﾚﾝ 女子 岡　山 津山西 9

10 977 井上　公葉 (2) ｲﾉｳｴ ｷﾐﾊ 女子 岡　山 津山東 8m22 10

11 978 目瀬　天音 (2) ﾒｾ ｱﾏﾈ 女子 岡　山 津山東 9m50 11

12 1590 橋本　歩砂 (2) ﾊｼﾓﾄ ﾎｽﾅ 女子 岡　山 東陽 7m82 12

13 846 宮本　モアナ (2) ﾐﾔﾓﾄ ﾓｱﾅ 女子 岡　山 里庄 6m48 13

14 23 福田　眞子 (2) ﾌｸﾀﾞ ﾏｺ 女子 岡　山 石井 7m51 14

15 1701 武田　綾子 (2) ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｺ 女子 岡　山 石井 7m82 15

16 1306 根岸　麻衣 (3) ﾈｷﾞｼ ﾏｲ 女子 岡　山 吉備 9m14 16

17 2524 延原　紗耶 (2) ﾉﾌﾞﾊﾗ ｻﾔ 女子 岡　山 吉備 7m48 17

18 1836 長尾　柚希 (2) ﾅｶﾞｵ ﾕｷ 女子 岡　山 郷内 11m40 18

19 222 金谷　杏莉 (2) ｶﾅﾔ ｱﾘ 女子 岡　山 琴浦 8m57 19

20 223 仕田原　茉央 (2) ｼﾀﾞﾊﾗ ﾏｵ 女子 岡　山 琴浦 8m90 20

21 225 竹下　弥里 (2) ﾀｹｼﾀ ﾐｻﾄ 女子 岡　山 琴浦 9m16 21

22 2050 江口　歩美 (2) ｴｸﾞﾁ ｱﾕﾐ 女子 岡　山 京山 6m00 22

23 2046 草野　沙月 (2) ｸｻﾉ ｻﾂｷ 女子 岡　山 京山 7m20 23

24 2040 直井　和佳奈 (2) ﾅｵｲ ﾜｶﾅ 女子 岡　山 京山 7m90 24

************************************************

* 女子Ａ 砲丸投(4.000kg) *

************************************************

11人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 280 永谷　みなみ (3) ﾅｶﾞﾀﾆ ﾐﾅﾐ 女子 岡　山 児島 1

2 275 深川　亜也菜 (3) ﾌｶｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 女子 岡　山 児島 2

3 392 奥山　琴未 (3) ｵｸﾔﾏ ｺﾄﾐ 女子 岡　山 上道 14m07 3

4 2418 若松　穂乃華 (3) ﾜｶﾏﾂ ﾎﾉｶ 女子 岡　山 天城 4

5 1870 長江　藍子 (3) ﾅｶﾞｴ ｱｲｺ 女子 岡　山 大安寺 5

6 1210 近藤 結友 (3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 女子 岡　山 竜操 7m20 6

7 27 岸本　奈己 (3) ｷｼﾓﾄ ﾅﾐ 女子 岡　山 石井 7

8 2530 高木　祥江 (3) ﾀｶｷﾞ ﾖｼｴ 女子 岡　山 吉備 8m50 8

9 290 塚本　千穂 (3) ﾂｶﾓﾄ ﾁﾎ 女子 岡　山 郷内 9

10 2391 三吉　柊子 (3) ﾐﾖｼ ﾄｳｺ 女子 岡　山 県操山 10

11 2394 庄司　真依子 (3) ｼｮｳｼﾞ ﾏｲｺ 女子 岡　山 県操山 11

********************************************

* 女子 円盤投(1.000kg) *

********************************************

7人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 2 栗原　梨名 (2) ｸﾘﾊﾗ ﾘﾅ 女子 岡　山 岡山中央 1

2 4 佃　　京香 (2) ﾂｸﾀﾞ ｷｮｳｶ 女子 岡　山 岡山中央 2

3 268 角南　衣保 (3) ｽﾅﾐ ｲﾎ 女子 岡　山 児島 31m51 3

4 963 真鍋　奈都萌 (3) ﾏﾅﾍﾞ ﾅﾂﾒ 女子 岡　山 児島 30m62 4

5 27 岸本　奈己 (3) ｷｼﾓﾄ ﾅﾐ 女子 岡　山 石井 17m65 5

6 1701 武田　綾子 (2) ﾀｹﾀﾞ ｱﾔｺ 女子 岡　山 石井 6

7 2430 井戸　セレナ (3) ｲﾄﾞ ｾﾚﾅ 女子 岡　山 御南 7

**************************************************

* 女子 ジャベリックスロー *

**************************************************

36人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

1 128 織田　明花里 (3) ｵﾀﾞ ｱｶﾘ 女子 岡　山 宇野 1

2 8 若林　一芭 (2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾊ 女子 岡　山 岡山中央 2

3 280 永谷　みなみ (3) ﾅｶﾞﾀﾆ ﾐﾅﾐ 女子 岡　山 児島 3

4 272 児島　亜依 (2) ｺｼﾞﾏ ｱｲ 女子 岡　山 児島 4

5 966 福丸　佳奈 (2) ﾌｸﾏﾙ ｶﾅ 女子 岡　山 児島 5

6 748 中山　心音 (2) ﾅｶﾔﾏ ﾐｵ 女子 岡　山 庄 6

7 351 野崎　咲月 (3) ﾉｻﾞｷ ｻﾂｷ 女子 岡　山 上南 7

8 523 近藤　優奈 (1) ｺﾝﾄﾞｳ　ﾕﾅ 女子 岡　山 倉敷南 8

9 540 平松　愛菜 (2) ﾋﾗﾏﾂ ｱｲﾅ 女子 岡　山 倉敷北 9

10 548 樽岡　琴音 (2) ﾀﾙｵｶ ｺﾄﾈ 女子 岡　山 倉敷北 10

11 553 原田　心琴 (2) ﾊﾗﾀﾞ ﾐｺﾄ 女子 岡　山 倉敷北 11

12 118 竹内　愛花 (3) ﾀｹｳﾁ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 操南 20m00 12

13 106 山本　誉佳 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶ 女子 岡　山 操南 25m00 13

14 121 福田　優姫 (2) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾋ 女子 岡　山 操南 20m00 14

15 240 草野　菜々子 (3) ｸｻﾉ ﾅﾅｺ 女子 岡　山 中山 15

16 1708 村田　希望 (2) ﾑﾗﾀ ﾉｿﾞﾐ 女子 岡　山 中山 16

17 2317 中上　楓香 (1) ﾅｶｳｴ ｿﾖｶ 女子 岡　山 長船 20m00 17
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**************************************************

* 女子 ジャベリックスロー *

**************************************************

36人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq

--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---

18 978 目瀬　天音 (2) ﾒｾ ｱﾏﾈ 女子 岡　山 津山東 18

19 973 蓬郷　彩心 (1) ﾄﾏｺﾞｳ ｱﾐ 女子 岡　山 津山東 19

20 1365 杉田　　咲 (3) ｽｷﾞﾀ ｻｷ 女子 岡　山 福南 3m00 20

21 452 青木　優奈 (1) ｱｵｷ ﾕｳﾅ 女子 岡　山 和気 21

22 461 山﨑　　凛 (1) ﾔﾏｻｷ ﾘﾝ 女子 岡　山 和気 22

23 28 太田　椛子 (1) ｵｵﾀ ｶｺ 女子 岡　山 石井 23

24 29 上坂　瑠菜 (1) ｳｴｻｶ ﾙﾅ 女子 岡　山 石井 24

25 1069 池田　真穂 (2) ｲｹﾀﾞ ﾏﾎ 女子 岡　山 久米南クラブ 21m98 25

26 290 塚本　千穂 (3) ﾂｶﾓﾄ ﾁﾎ 女子 岡　山 郷内 26

27 1836 長尾　柚希 (2) ﾅｶﾞｵ ﾕｷ 女子 岡　山 郷内 27

28 283 朽木　美桜 (1) ｸﾁｷ ﾐｵ 女子 岡　山 郷内 28

29 698 濱田　真衣 (3) ﾊﾏﾀﾞ ﾏｲ 女子 岡　山 玉島北 24m95 29

30 222 金谷　杏莉 (2) ｶﾅﾔ ｱﾘ 女子 岡　山 琴浦 30

31 225 竹下　弥里 (2) ﾀｹｼﾀ ﾐｻﾄ 女子 岡　山 琴浦 31

32 227 難波　瑠菜 (2) ﾅﾝﾊﾞ ﾙﾅ 女子 岡　山 琴浦 32

33 2046 草野　沙月 (2) ｸｻﾉ ｻﾂｷ 女子 岡　山 京山 33

34 2054 平山　しおり (1) ﾋﾗﾔﾏﾅﾅ 女子 岡　山 京山 34

35 636 高橋　愛優 (1) ﾀｶﾊｼ ｱﾕ 女子 岡　山 玉島東 35

36 1832 阪田　遥 (1) ｻｶﾀ ﾊﾙｶ 女子 岡　山 玉島東 36 
 


