
第16回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部  22333703 2022年6月18日(土)～19日(日)

兼　第60回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会 決勝一覧表
倉敷運動公園陸上競技場  332010

種目 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 １００ｍ 6/19 佐内　琢真   (1) 12.59 四元　志優   (1) 12.70 新中　晧也   (1) 12.92 金光　悠斗   (1) 12.96 植田　悠真   (1) 12.97 馬場　旺芽   (1) 12.98 高田　一始   (1) 13.17 植田　　匠   (1) 13.19
１年 総社東 -2.4 連島南 -2.4 倉敷南 -2.4 東陽 -2.4 総社西 -2.4 倉敷天城 -2.4 総社西 -2.4 総社東 -2.4 

男子 １００ｍ 6/18 中川　翔雅   (2) 11.47 山田　夢叶   (2) 11.63 忍峡　慶多   (2) 12.15 槇野　俐玖   (2) 12.21 田島　朋大   (2) 12.44 江平　陽紀   (2) 12.56 守屋　煌太   (2) 12.58 川上　天河   (2) 12.66
２年 玉島北 [予選：11:42]NGR -2.2 福田南 -2.2 倉敷第一 -2.2 倉敷南 -2.2 福田南 -2.2 総社東 -2.2 真備 -2.2 東陽 -2.2 

男子 １００ｍ 6/18 藤山　倖成   (3) 11.54 小野　友暉   (3) 11.77 太宰　颯汰   (3) 11.96 藤岡　幸耶   (3) 12.00 山口　海童   (3) 12.03 井手尾　祈遼 (3) 12.22 樋口　星那   (3) 12.30
３年 東陽 -1.1 倉敷北 -1.1 新田 -1.1 倉敷北 -1.1 倉敷第一 -1.1 倉敷第一 -1.1 庄 -1.1 

２００ｍ 6/19 大西　立空   (3) 22.73 藤山　倖成   (3) 23.10 山田　夢叶   (2) 23.13 小野　友暉   (3) 24.01 藤岡　幸耶   (3) 24.05 ゴ　　ジン   (3) 24.09 浦野　拓樹　 (3) 24.86 守安　考成　 (3) 24.96
味野 -0.3 NGR 東陽 -0.3 福田南 -0.3 倉敷北 -1.6 倉敷北 -0.3 福田南 -1.6 総社東 -1.6 総社西 -1.6

４００ｍ 6/18 中原　　樹   (3) 51.91 七村　颯大   (2) 54.24 ゴ　　ジン   (3) 54.80 梶原　優真   (3) 55.58 石山　莞爾   (3) 56.19 杉本　薪大朗 (3) 56.74 藤井　礼偉   (3) 56.94
玉島北 総社西 福田南 倉敷西 倉敷東 琴浦 船穂

８００ｍ 6/18 豊田　颯良   (3)  2:05.56 明石　龍河   (3)  2:08.88 角藤　聖仁   (3)  2:10.89 中山　開理   (2)  2:12.53 藤原　大和   (2)  2:16.42 井上　　良   (2)  2:17.93 船橋　俊仁   (3)  2:18.70 宮川　　壱   (3)  2:19.45
倉敷東 倉敷西 東陽 倉敷東 郷内 玉島北 琴浦 玉島東

男子 １５００ｍ 6/19 小林　昇太   (1)  4:43.36 阿部　祐也   (1)  4:59.93 堂前　歩汰   (1)  5:01.76 沼上　遥希   (1)  5:02.79 藤井　祐人   (1)  5:05.34 竹内　翔太   (1)  5:14.29 守安　清匡   (1)  5:14.31 山口　寛十   (1)  5:17.55
１年 総社東 琴浦 倉敷南 児島 琴浦 庄 総社東 倉敷福田

男子 １５００ｍ 6/19 高橋　快吏   (2)  4:23.27 北村　　蓮   (2)  4:23.73 井上　　良   (2)  4:25.08 山下　陽音   (2)  4:25.73 角南　光亮   (2)  4:37.11 岸田　正人   (2)  4:39.39 藤原　大和   (2)  4:40.47 新　　優一   (2)  4:40.62
２年 琴浦 庄 玉島北 味野 児島 倉敷南 郷内 倉敷東

男子 １５００ｍ 6/19 首藤　海翔   (3)  4:15.38 竹下　朋希   (3)  4:21.13 豊田　颯良   (3)  4:22.63 明石　龍河   (3)  4:26.40 四元　結翔   (3)  4:29.55 稲葉　蓮太   (3)  4:33.76 戸田　渉太   (3)  4:34.16 冨岡　伊織   (3)  4:34.49
３年 東陽 東陽 倉敷東 倉敷西 玉島北 児島 倉敷西 総社東

３０００ｍ 6/18 首藤　海翔   (3)  9:07.41 北村　　蓮   (2)  9:25.19 竹下　朋希   (3)  9:42.16 稲葉　蓮太   (3)  9:44.65 高橋　快吏   (2)  9:44.78 山下　陽音   (2)  9:47.79 川野　智義   (3)  9:48.15 四元　結翔   (3)  9:53.25
東陽 庄 東陽 児島 琴浦 味野 東陽 玉島北

110mH 6/19 植　慧太朗   (3) 17.67 西山　健太郎 (3) 17.86 髙尾　剛志   (3) 18.40 蓮岡　勇伸   (3) 18.61 四元　志優   (1) 18.94 木村　維吹   (3) 19.56 橋野　康太朗 (3) 19.63 武山　　仁   (2) 19.68
(0.914/9.14m) 味野 -3.7 味野 -3.7 新田 -3.7 味野 -3.7 連島南 -3.7 倉敷第一 -3.7 倉敷天城 -3.7 東陽 -3.7 

４×１００ｍＲ 6/19 福田南 44.84 総社西 46.46 倉敷西 46.53 倉敷北 46.89 新田 47.11 倉敷南 47.11 玉島北 47.98 味野 50.51
  中田　　膳   (3)   渡邉　斗翔   (3)   梶原　優真   (3)   網野　誠人   (2)   長代　透和   (3)   新中　晧也   (1)   土井　孝太郎 (2)   藤原　一磨   (1)
  山田　夢叶   (2)   實森　悠介   (3)   須田　龍世   (3)   藤岡　幸耶   (3)   高月　孟起   (2)   槇野　俐玖   (2)   中原　　樹   (3)   池本　旬太   (1)
  ゴ　　ジン   (3)   七村　颯大   (2)   前原　優里   (3)   竹井　　涼   (2)   永峰　快哩   (2)   近藤　大斗   (2)   柳田　英太   (1)   森　　宗也   (2)
  下野　　蓮   (3)   守安　孝成   (3)   白神　孟史   (3)   小野　友暉   (3)   太宰　颯汰   (3)   尾﨑　友翔   (3)   首藤　響心   (3)   西山　健太郎 (3)

走高跳 6/19 浅野　翔太   (3) 1m70 曾我　陽太   (3) 1m65 藤田　崇真   (3)　味野 1m65 角田　千聡   (3) 1m60 武山　　仁   (2) 1m55 鳥路　貫太   (2) 1m55 松原　寿斗   (3) 1m50
船穂 倉敷第一 柴田　蒼雅   (3)　倉敷西 総社東 東陽 倉敷東 東陽

走幅跳 6/19 太宰　颯汰   (3) 6m34 尾﨑　友翔   (3) 6m00 西山　健太郎 (3) 5m92 加藤　　駿   (3) 5m86 前田　莉玖   (3) 5m56 本村　悠斗   (2) 5m52 近藤　大斗   (2) 5m40 實森　翔大   (1) 4m90
新田 +0.6 倉敷南 +1.9 味野 +1.1 連島南 +0.6 倉敷福田 +1.1 倉敷東 +1.7 倉敷南 +2.3 総社西 -0.7 

砲丸投 6/19 大賀　愛斗   (3)  10m32 俣野　　陽   (3)  10m24 梶谷　颯哉   (3)  10m20 濵井　拓磨   (3)  10m13 井上　敏志   (3)   9m77 松本　侑己   (3)   9m41 前田　莉玖   (3)   9m38 長谷川　八雲 (3)   8m86
(5.000kg) 児島 倉敷第一 倉敷西 郷内 福田南 児島 倉敷福田 児島

四種競技 6/18 井上　敏志   (3)  2128 西川　海斗   (3)  1610 柴田　蒼雅   (3)  1589 松原　寿斗   (3)  1429 鳥路　貫太   (2)  1360 須田　龍世   (3)  1247 濵井　拓磨   (3)  1034 森野　　心   (2)   968
福田南 倉敷福田 倉敷西 東陽 倉敷東 倉敷西 郷内 福田南

110mH-砲丸投-走高跳-400m 16.67/-1.1-10m02-1m70-59.27 17.95/+0.2-9m54-1m45-1:04.58 20.67/-1.1-9m40-1m70-1:03.65 20.51/+0.2-8m04-1m55-1:02.77 20.78/-1.1-6m51-1m55-1:01.45 DQ/-7m08-1m55-57.31 22.11/+0.2-9m95-1m30-1:12.01 19.38/+0.2-6m75-NM-1:04.42

男子

男子

凡例（NGR:大会新記録）



第16回備南東地区中学校総合体育大会陸上競技の部  22333703 2022年6月18日(土)～19日(日)

兼　第60回岡山県中学校総合体育大会備南東地区予選会 決勝一覧表
倉敷運動公園陸上競技場  332010

種目 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
女子 １００ｍ 6/19 前田　怜亜   (1) 13.67 中村　一椛   (1) 14.13 林　　星瑠   (1) 14.39 日髙　琴実   (1) 14.50 小野　愛琉   (1) 14.57 小野　琴葉   (1) 14.74 森永　柚希   (1) 14.82 中島　和奏   (1) 15.02
１年 玉島北 -1.1 倉敷第一 -1.1 総社東 -1.1 倉敷福田 -1.1 玉島北 -1.1 玉島北 -1.1 倉敷西 -1.1 総社東 -1.1 

女子 １００ｍ 6/18 田中　茉穂   (2) 13.23 前田　来奈   (2) 13.34 山口　楓華   (2) 13.46 枚田　古都葉 (2) 13.56 藤原　花音   (2) 13.82 尾跡　音和   (2) 13.87 高橋　みちる (2) 13.89 岡本　彩由奈 (2) 13.92
２年 連島 -0.8 総社東 -0.8 倉敷南 -0.8 倉敷南 -0.8 新田 -0.8 玉島北 -0.8 新田 -0.8 東陽 -0.8 
女子 １００ｍ 6/18 安藤　玲奈   (3) 12.96 水舟　　遥   (3) 13.11 和田　　心   (3) 13.25 村上　帆乃   (3) 13.34 田中　美桜   (3) 13.34 竹岡　来実   (3) 13.48 藤森　咲紀   (3) 13.51 鈴木　智那   (3) 13.70
３年 清心 -0.3 総社西 -0.3 新田 -0.3 倉敷南 -0.3 連島 -0.3 総社西 -0.3 総社東 -0.3 倉敷第一 -0.3 

２００ｍ 6/19 水舟　　遥   (3) 27.08 田中　美桜   (3) 27.34 田中　茉穂   (2) 27.56 和田　　心   (3) 27.58 村上　帆乃   (3) 27.81 竹岡　来実   (3) 28.76 安藤　玲奈   (3) 29.13
総社西 -2.3 連島 -2.3 連島 -2.3 新田 -2.3 倉敷南 -2.3 総社西 -2.3 清心 -2.3 

女子 ８００ｍ 6/18 綱島　美緒   (1)  2:39.26 宍戸　妃陽里 (1)  2:42.13 畑　　若那   (1)  2:44.56 本多　愛琉   (1)  2:47.01 中村　美波里 (1)  2:47.59 鍋谷　海歩   (1)  2:50.17 石井　　薫   (1)  2:50.36 板谷　悠月　 (1)  2:57.21
１年 倉敷天城 連島南 倉敷北 新田 琴浦 倉敷南 児島 倉敷西

８００ｍ 6/18 鎌腰　愛子   (2)  2:22.32 貝原　亜衣梨 (3)  2:27.93 堂前　咲幸   (3)  2:29.57 田川　優衣   (2)  2:30.68 植村　果々   (3)  2:33.18 越智　舞音   (3)  2:34.54 幡司　結香   (2)  2:35.10 三宅　織菜   (3)  2:43.54
総社東 倉敷北 倉敷南 連島南 倉敷南 倉敷南 倉敷第一 琴浦

１５００ｍ 6/19 鎌腰　愛子   (2)  4:57.17 貝原　亜衣梨 (3)  5:04.46 武縄　千乃   (3)  5:08.87 堂前　咲幸   (3)  5:16.22 田川　優衣   (2)  5:17.56 越智　舞音   (3)  5:18.84 田崎　愛理   (2)  5:19.79 今川　由彩   (3)  5:21.30
総社東 倉敷北 玉島北 倉敷南 連島南 倉敷南 東陽 倉敷第一

100mH 6/19 藤森　咲紀   (3) 15.56 野上　みこと (3) 16.71 大造　綾華   (3) 16.94 安藤　実那   (2) 17.05 加藤　　葵   (3) 17.29 小村　望結   (3) 18.10 柚木　叶愛   (3) 18.99 小野　愛琉   (1) 19.31
(0.762/8m) 総社東 -0.1 倉敷北 -0.1 倉敷西 -0.1 東陽 -0.1 総社西 -0.1 庄 -0.1 倉敷西 -0.1 玉島北 -0.1 

４×１００ｍＲ 6/19 総社西 51.34 倉敷南 51.79 新田 51.97 総社東 52.42 倉敷第一 52.70 倉敷北 53.37 玉島北 54.76
  木下　瑞穂   (3)   小川　紗釉   (3)   藤原　花音   (2)   畑　　紅愛   (3)   定森　千央   (3)   野上　みこと (3)   谷水　菜々子 (3)
  竹岡　来実   (3)   村上　帆乃   (3)   和田　　心   (3)   藤森　咲紀   (3)   西町　　捺   (3)   能海　花菜   (3)   香西　姫愛   (3)
  江草　凜乃   (3)   枚田　古都葉 (2)   高橋　みちる (2)   松本　侑奈   (3)   三宅　心々   (3)   小松　歩乃果 (3)   森永　結子   (3)
  水舟　　遥   (3)   山口　楓華   (2)   徳岡　花菜   (3)   前田　来奈   (2)   鈴木　智那   (3)   西本　志穂   (2)   尾跡　音和   (2)

走高跳 6/19 平野　裕理   (3) 1m48 太田　史織   (2) 1m40 髙木　璃音   (2) 1m35 小山　心雪   (2) 1m30 松本　侑奈   (3) 1m30 野田　こころ (2) 1m25 室井　音々   (2) 1m25 児島　花奈   (2) 1m20
倉敷東 倉敷西 倉敷第一 倉敷第一 総社東 郷内 総社東 児島

走幅跳 6/18 三村　寿心寧 (3) 4m93 辻浦　　楓   (2) 4m85 鈴木　智那   (3) 4m72 松田　梨花   (3) 4m47 中山　真音   (3) 4m45 岩佐　美優   (3) 4m44 白神　綾夏   (3) 4m44 平野　裕理   (3) 4m40
連島南 +0.2 郷内 -0.2 倉敷第一  0.0 総社西 -0.2 庄 +1.2 総社西 +0.1 総社 +0.6 倉敷東  0.0 

砲丸投 6/18 安藤　柚希   (2)   9m65 定森　千央   (3)   9m49 白川　いちご (2)   9m09 賀島　寧々   (2)   9m01 若田　朋華   (3)   8m71 野原　祇央   (3)   8m43 入江　帆風   (3)   8m16 中西　千陽   (2)   8m00
(2.721kg) 倉敷福田 倉敷第一 郷内 倉敷南 新田 倉敷第一 児島 児島

四種競技 6/18 能海　花菜   (3)  1925 辻浦　　楓   (2)  1870 太田　史織   (2)  1816 安藤　実那   (2)  1718 小川　紗釉   (3)  1709 白川　いちご (2)  1580 緒方　　輝   (3)  1496 大造　綾華   (3)  1482
倉敷北 郷内 倉敷西 東陽 倉敷南 郷内 倉敷北 倉敷西

100mH-走高跳-砲丸投-200m 17.30/+0.0-1m30-7m14-28.28/-2.1 17.33/-0.1-1m30-6m86-28.72/-2.1 17.99/+0.0-1m40-7m68-30.67/-2.1 17.43/-0.1-1m25-5m39-28.70/-2.1 17.72/+0.0-1m25-6m44-29.29/-2.1 19.15/+0.0-1m30-9m18-32.54/-2.1 19.41/-0.1-1m30-7m04-31.29/-2.1 18.71/-0.1-1m25-5m39-30.15/-0.4

■グランドコンディション ■主催／備南東地区中学校体育連盟 総　　　　　務：藤原　政人
 6月18日  8:30 曇り    26.0℃   72％ 北 1.0m/s  6月18日 16:00 曇り  28.0℃   67％ 南東 0.7m/s 　　　　　　倉敷市陸上競技協会 トラック審判長：荒井　太
 6月18日  9:00 曇り    26.0℃   73％ 北 1.4m/s ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長：安部　篤征
 6月18日 10:00 曇り    27.0℃   70％ 東 2.1m/s  6月19日  9:00 曇り  28.0℃   67％ 北 0.5m/s スタート審判長：奥井　智昭
 6月18日 11:00 曇り    27.0℃   70％ 東 1.1m/s  6月19日 10:00 曇り  27.5℃   70％ 南南東 1.8m/s 記　録　主　任：小野　隆博
 6月18日 12:00 曇り    27.0℃   70％ 南東 1.0m/s  6月19日 11:00 晴れ  29.5℃   58％ 南東 1.3m/s
 6月18日 13:00 曇り    28.0℃   67％ 東南東 3.3m/s  6月19日 12:00 晴れ  30.0℃   56％ 南 2.0m/s
 6月18日 14:00 曇り    28.0℃   67％ 南南東 1.5m/s  6月19日 13:00 晴れ  31.0℃   51％ 北東 0.3m/s
 6月18日 15:00 曇り  28.0℃   67％ 南東 0.7m/s  6月19日 14:00 晴れ  30.5℃   53％ 南南東 1.8m/s

 6月19日 15:00 曇り  30.0℃   59％ 南東 0.8m/s

女子

女子

凡例（NGR:大会新記録）


