
第42回岡山県中学校駅伝大会

【男子】
No 学校名 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 吉備 犬飼　慶人(3) 飯田　湧也(3) 若林　瑛大(3) 田中　達也(2) 林　純也(2) 内藤　十(3) 佐竹　青空(3) 江尻　直生(2) 山本　朱羽(3)

2 邑久 内田　健志郎(1) 藤原　蓮(3) 庄治　大翔(2) 杉本　仁(3) 山根　海音(2) 阿部　泰青(3) 魚瀬　凌太(1) 土井内  啓祐(1) 石黒　光記(1)

3 琴浦 大賀　郁哉(3) 兒玉　卓実(3) 藤原　慧吾(2) 面田　俊輔(3) 奥野　晴喜(2) 藤原　志進(2) 合田　怜央(3) 小室　拓己(2) 尾﨑　颯太(2)

4 倉敷南 池内　　司(3) 新中　晴也(3) 伊藤　和希(3) 平松　拓実(1) 藤原　大輝(2) 中山　晴矢(3) 横内　倖大(1) 林　慎太郎(1) 細川　隼之介(3)

5 新田 藤澤　新(2) 桐島　瑛斗(2) 名越　正真(2) 松田　倫希(1) 白井　晴也(3) 松本　翔吾(3) 藤原　拓郎(1) 天野　捷介(2) 高尾　梁太(1)

6 芳泉 田中　 視陽(3) 菅野　 雅史(3) 松田　 幸大(3) 高尾　唯斗(3) 原田　樹(2) 嘉数　大雅(2) 草苅　飛源(2) 吉田　　匠(2) 長崎　　航(1)

7 児島 八百原　隼大(2) 中野　裕心(2) 八木　宏樹(2) 内田　晴樹(3) 中奥　竜樹(3) 角南　祐行(1) 内田　勇樹(3) 角南　秀行(3) 石井　翔(2)

8 総社東 吉田　蒼太(3) 坪井　一馬(3) 大野　陸貴(2) 三輪　駿介(2) 髙谷　空琉(2) 金﨑　陽平(2) 原田　裕志(1) 由島愛翔(2) 山口　功平(2)

9 岡大附 三浦　颯太(3) 濵田　大輔(3) 森　大和(3) 松原　隆晟(3) 山田泰之佑(2) 遠藤　紘介(2) 山瀨　裕介(2) 居樹　幸椰(3)

10 操南 岡田　佳悟(2) 對中　天晟(3) 河藤　啓悟(3) 北村　　翔(3) 高淵　慶太(3) 三木　悠也(2) 塩見　颯良(2) 宰務　裕大(2) 藤井　智也(1)

11 倉敷西 大饗　蓮(3) 渡邉　堅心(3) 郡　大和(2) 森田　優希(2) 風早　優馬(1) 前原　一皐(2) 水川　光明(2) 安福　稟斗(2) 清水　快星(2)

12 旭東 林　　愛翔(3) 植木　翔真(3) 中尾　海斗(3) 豊田　丈夫(2) 真野　裕久(2) 安東　優人(3) 金田　　悠真(2) 高橋　樹生(1) 植木　優翔(1)

13 連島南 田川　滉介(2) 丹羽　紫音(2) 宍戸　佑斗(3) 名和　優樹(2) 有元　穂(2) 田中　隼成(1) 笠井　心翔(2)

14 高梁 住田　英司(3) 樋口　雅斗(3) 山脇　巧巳(3) 倉橋　直重(3) 對馬　惇大(2) 宮田　将吾(2) 藤本　晄太(1) 月本　雄基(1) 室　竜矢(1)

15 中山 市川　竜雅(2) 中上　隆太(2) 森川　滉大(2) 淺野　寛仁(2) 山下　克真(2) 森本　靖大(3) 坂本　育輝(2) 山田　一雅(1) 賀陽　瑛史(1)

16 倉敷北 中村　亮太(2) 池田　大和(2) 八木　蒼生(2) 堀池　昂輝(2) 山口　准之介(1) 小野寺　亮太(1) 橋原　莉久(1) 永瀬　惺望(2) 野上　泰我(2)

17 北陵 牧原　ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ(2) 牧原　ｳｨﾘｱﾑ(2) 大谷　玲音(3) 杉山　由樹(3) 原田　悠平(2) 後河　藍(3) 廣友　奏太(1) 美甘　見真(2)

18 金光 佐藤 安悟(3) 藤原　来雅(1) 中野　伺穏(2) 芥川　蓮弥(1) 松永　瑛聖(1) 高橋　輝月(2) 坂本　一真(1) 鎌腰　大也(1) 鍋谷　亮太(1)

19 県操山 齋藤　　洋紀(3) 河本　　啓佑(1) 北川　　晃成(1) 吉田　　慶悟(1) 浦上　　歩睦(1) 山下　　玲央(3)

20 津山西 高畑隼也(2) 杉本一郎(2) 村地新(2) 可児淳希(2) 寺坂十楽(3) 菱川颯太(3) 髙山康成(3) 江口郁吾(3) 中本由宇斗(2)

21 味野 嘉良戸　翔太(3) 岡本　颯太(2) 岡本　侑也(1) 古谷　康太朗(2) 原田　拓弥(2) 秋山　陽輝(2) 友實　遼馬(1) 中村　成希(1)

22 勝山 片山　岳(2) 平池　煌弥(2) 池田　光輝(2) 大倉　將由(2) 松本　貫汰(2) 澤本　青空(2) 香川　朔太郎(2) 曽我　悠真(2) 原　凌太(2)

23 鴨方 加藤　大和(1) 藤井　亮太(2) 友宗　聡士(1) 細川　陸斗(2) 山下　祥尭(2) 沖原　圭吾(3) 大西　一輝(2) 山本　泰輔(2) 高橋　成太(2)

24 京山 大山　晃和(3) 川口　峻太朗(1) 山本　虎太郎(2) 曲　佑樹(2) 今林　希(1) 今井　悠輝(2) 坂本　英心(2) 藤原　大翔(1) 栄徳　要(2)

25 総社西 秋山　柊二(3) 横田　優斗(3) 江口　貴大(3) 松浦　広信(3) 瀬尾　啓太(2) 佐藤　利哉(3) 河岡　信乃介(3) 森野　柊史(3) 七村　雄大(3)

26 灘崎 松島　龍臣(1) 立石　大和(2) 大友　櫂(2) 武田　琉来亜(2) 福田　光騎(2) 落合　蓮(2) 坂元　康馬(1) 桒原　智也(1) 植村　崇太郎(2)

27 高陽 小野　彩陽(2) 故引　大翔(2) 右遠　大輝(3) 河本　篤哉(3) 藤原　侑大(1) 榊原　一真(1) 大塚　準斗(2) 矢吹　騎士(1) 荻野　雅之(3)

28 新見第一 山田　峻也(3) 山内　  徳(2) 池田　晴斗(2) 吉村　琉唯(1) 藤川　拓己(1) 岡崎　哲久(2) 三村　響輝(3) 郷木　叶登(1) 伊田　燦太(2)

29 藤田 三好　淳友(2) 守谷　一範(2) 柏原　昊平(1) 増永　勇太(2) 本山　緋彩(1) 豊田　浬丈(1) 清水　蓮(1) 白石　大智(1) 有安　拓斗(1)

30 新見南 橋本　大輝(3) 藤田　蒼生(3) 森中　遥大(3) 冨谷　真(3) 中山　桂汰(3) 金森　翔大(3) 岡本　和也(3) 石本　敦也(2) 岡本　成貴(2)

31 里庄 本郷　義健(2) 田村　蒼輝(2) 田辺　一真(3) 奥山　温人(3) 藤原　健斗(3) 中山　舜斗(2) 河田　璃樹(2) 平野　友基(2)

32 津山東 保田　陸翔(3) 大倉　凰來(1) 芦田　晃暉(1) 中本　翔也(2) 森　涼晴(1) 板倉　蒔希(3) 田村　柚月(1) 竹内　頑張朗(2) 福井　研登(2)

33 倉敷第一 佐藤　竜輝(3) 渡元　利空(3) 福竹　快翔(3) 山口　生雲(2) 中村　海登(1) 原　成希(2) 平田　拓夢(2) 藤原　蓮太 (3) 磯山　侑也(1)

34 和気 居樹　遼河(2) 佐藤　凜玖斗(2) 宮下　樹(2) 荒砂　亮太(1) 福山　直輝(2) 須郷田　寛介(3) 谷田　純基(1) 花澤　孝明(1) 藤原　成夢(1)

35 笠岡東 伊藤　稔弥(3) 河田　陽(3) 高塚　絢斗(3) 小見山一汰(3) 大野　千輝(1) 天野　裕人(2) 西山　銀児(3) 三宅　海吏(3) 守屋　悠耶(3)

36 郷内 奥野　　櫂(2) 楠戸　端月(2) 金光　　凌(3) 岡崎　晴流(2) 藤井　祐玖(2) 渡邉　晴己(2) 久米　拓紀(2) 尾方　豪作(1) 淸水　  諒(1)

37 荘内 小牧　楓斗(3) 片岡　涼輔(3) 八田　拓士(2) 依田　凌輔(3) 竹波　創汰(1) 小柳　颯士(2) 三宅　諒音(3) 近藤　禅爾朗(1) 谷野　佑成(2)

38 玉島東 松本　慶真(2) 久保　友人(2) 田口　聖太(1) 赤澤　綾汰(3) 小幡　昭瑛(3) 佐藤　寛太(2) 竹ノ内　爽人(3) 原田　空翔夢(2) 西野　尋翔(2)

39 西大寺 小林　大地(3) 小田　一輝(3) 岡﨑　普安(2) 正富　弘輝(2) 川本　一太(2) 石原　晴紀(1) 岩崎　翔太(2) 石原　聖也(3)

40 竜操 實末  一晟(3) 右遠　元基(3) 宇都宮　愛雅(3) 小原　颯太(3) 村尾　　皐(1) 末石　煌介(1) 二宮　藍音(2) 原田　勝翔(2) 小原　　航(1)

41 宇野 福井　渚大(3) 木曽　誉志仁(3) 田中　凰翔(3) 田中　直輝(3) 赤山　晴海(3) 岡野　克紀(3) 河野　柊馬(3) 福原　　海(1)

42 井原 種本　航大(2) 原田　光太郎(2) 三島　拓斗(1) 田辺　樹(2) 市川　昊(1) 藤澤　幸輝(2) 徳原　一輝(1) 藤代　達己(2) 三村　慶仁(1)

43 妹尾 久世　拳士郎(3) 佐藤　那地(3) 桐野　智矢(2) 浅野　健志(3) 藤井　裕大(3) 斉藤　匡毅(3) 倉ヶ市　拓真(3) 久世　暁広(1) 山下　晃輝　(1)

44 石井 柏野　泰智(2) 豊島　弘大(2) 大石　泰馳(1) 佐藤　照輝(2) 平松　弦士(1) 細川　陽向(1) 川上　一海(1) 山形　　煌(1) 茅野　　樹(1)

45 庄 只佐　悠真(3) 板谷　一磨(2) 伊地知　玲生(2) 二葉　陽登(2) 米山　心海(1) 長谷川　凜(1) 峯本　大夢(2) 樋口　諒(2) 二宮　涼太朗(2)

46 玉島北 赤澤　晃成(3) 藤井　虎道(3) 山本　明生(2) 難波　晃大(3) 冨士埜　修(3) 久戸瀬　寛祐(3) 平井　大誠(1) 森山　櫂(2) 岡﨑　圭一郎(2)

47 東陽 橘　公規(2) 大山　竣太郎(2) 金原　颯也天(1) 山下　颯士(2) 西森　健晋(2) 梅谷　和輝(2) 藤山　健伸(3)

48 市操山 土田　浩生(3) 岡　優月(3) 藤原　遼(1) 松尾　心路(1) 入江　旬祇(1) 須藤　渓太(1) 磯本　光誠(2) 長門　稜太(1) 藤原　悠宇(1)

49 倉敷天城 柴川　倫太朗(3) 中島　悠爾(2) 在間　由裕(2) 橋本　佳樹(2) 藤沢　樹壱(2) 岡野一　皓稀(3) 宮島　漣(1) 原　悠太(2)

50 桑田 黒田　　然(2) 原田　悟瑠(2) 北條　太晟(1) 川西　紘太郎(2) 小山　龍之介(2) 林　　大翔(2) 大上　凌槻(1) 枝園　幸彦(1) 森下　隆悟(1)

51 備前 武田　聡真(3) 津島　彪吾(2) 石部　尚孝(2) 平田　成利(1) 中村　維月(3) 岡本　愛翼(3) 長江　佑弥(2) 松本　優輝(2) 松本　大輝(2)

52 奈義 安藤　槙哉(3) 渡邊　孔大(3) 鷹取　晃正(1) 鷹取　康介(3) 安東　太一郎(3) 寺坂　朋起(3) 野々上　嘉人(3)

53 御南 由谷　知大(2) 根本　明坦(2) 堀﨑　春冴(2) 吉崎　颯斗(1) 入江　　翼(1) 島原　拓望(2) 古藤　凌大(2) 石野　綾介(1) 田尻　充利(1)

54 倉敷東 國代　雄大(2) 中山　慈温(3) 末永　智己(3) 髙田　優(3) 八田　航太朗(2) 島住　蒼清(2) 鈴木　零二(2) 藤井　海成(1) 入江　翔太(1)

55 福南 岡田　大樹(2) 住矢　晴亮(2) 坪井　健太郎(1) 坪井　康太郎(1) 八田　京太朗(1) 仲原　輝(1) 辻　晄成(2) 村川　有楽(1) 小坂　春希(2)

56 山南 乙倉　悠祐(3) 家田　純弥(2) 立川　健佑(2) 小野　悠磨(1) 西尾　優那(1) 廣瀬　蒼大(1) 家田　晃朋(2) 西﨑　一希(1) 羽﨑　涼誠(1)

チーム一覧


