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第38回岡山県中学生混成競技会兼記録会 2016年6月5日(日)

第71回国民体育大会選手選考会 決勝一覧表
岡山県陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子１年 6/5 １００ｍ 光畑　星輝   (1) 12.34 久葉　誠矢   (1) 12.37 田邉　直暉   (1) 12.99 皆木　睦希   (1) 13.22 秋田　翔     (1) 13.28 今村　紫音   (1) 13.51 谷奥　陸太   (1) 13.61 為則　陽喜   (1) 13.70

総社東 0.0 灘崎 0.0 郷内 0.0 吉備 0.0 宇野 0.0 笠岡東 0.0 香和 0.0 金浦 0.0 

男子２年 6/5 １００ｍ 島村　仁晟   (2) 11.63 三宅　廉     (2) 11.70 藤本　寧生   (2) 11.84 小野　稜汰   (2) 11.94 安延　仁     (2) 12.03 井本　大貴   (2) 12.09 河田　禅矢   (2) 12.12 三瀬　謙伸   (2) 12.32

市操山 +1.3 早島 +1.3 後楽館 +1.3 吉備 +1.3 西大寺 +1.3 旭東 +1.3 笠岡西 +1.3 京山 +1.3 

男子３年 6/5 １００ｍ 石谷　心路   (3) 11.52 堀　慎太朗   (3) 11.68 善勝　琢仁   (3) 11.80 鈴木　善遥   (3) 11.82 中山　悠馬   (3) 11.85 上杉　直輝   (3) 11.86 藤澤　樹輝   (3) 11.91 木村　祥吾   (3) 12.05

日生 -0.8 岡北 -0.8 竜操 -0.8 天城 -0.8 吉備 -0.8 天城 -0.8 笠岡東 -0.8 倉敷北 -0.8 

男子１年 6/5 １５００ｍ 伊加　拓海   (1)  4:30.18 山口　倫     (1)  4:43.04 山木　裕翔   (1)  4:54.46 森下　競太   (1)  4:57.55 桜井　朝日   (1)  5:01.31 原　太陽     (1)  5:03.39 大成　生真   (1)  5:03.67 大塚　直哉   (1)  5:06.55

邑久 味野 吉永 井原 山南 西大寺 井原 吉備

男子２年 6/5 １５００ｍ 黒瀬　養     (2)  4:20.19 森田　一希   (2)  4:21.40 三宅　隼人　 (2)  4:21.71 小林　翼     (2)  4:21.92 谷本　翔     (2)  4:28.96 太田　祐貴   (2)  4:30.64 長尾　颯汰   (2)  4:31.57 柏野　健吾   (2)  4:33.21

芳泉 多津美 児島 西大寺 倉敷東 山南 児島 総社東

男子３年 6/5 １５００ｍ 土倉　光貴   (3)  4:13.14 大森　椋太   (3)  4:14.01 石井　大揮   (3)  4:18.09 難波　雅久   (3)  4:21.07 古谷野　智洋 (3)  4:21.60 武　純也     (3)  4:23.00 西山　在喜   (3)  4:23.74 和田　将希   (3)  4:24.27

倉敷西 倉敷西 早島 旭東 岡山中央 吉備 吉備 笠岡西

男子 6/5 走幅跳 竹谷　幸希也 (3) 6m11 大亀　詩門   (3) 5m88 齋藤　啓     (3) 5m79 佐藤　蓮也   (3) 5m77 岸　麟太朗   (3) 5m68 乙倉　一真   (3) 5m60 笠原　佑斗   (3) 5m54 山村　匠史   (3) 5m49

操南 +0.9 邑久 +0.9 県操山 +1.5 藤田 -0.3 京山 +0.3 山南 -0.8 金浦 -0.7 総社東 +1.1 

男子 6/5 ４種総合得点 川上　昭人   (2)  2112 石井　郁     (3)  2062 松井　雄利   (3)  1999 流尾　泰司   (3)  1944 楠戸　直人   (3)  1850 森兼　優     (3)  1778 長船　瑠翔   (3)  1687 三島　泰樹   (3)  1617

倉敷西 *C1 倉敷南 *C1 吉備 倉敷東 倉敷東 笠岡西 *C1 宇野 *C1 竜操

17.08/+2.7-9m66-1m60-55.80 17.37/+2.7-11m00-1m50-56.48 16.82/+1.0-8m36-1m50-55.49 17.67/+1.0-8m07-1m63-56.76 18.15/-0.1-9m26-1m60-59.37 17.54/+2.7-8m67-1m40-57.94 19.14/+2.7-9m29-1m45-58.31 20.22/+2.7-8m08-1m60-58.94

女子１年 6/5 １００ｍ 梅澤　里歩   (1) 13.44 白神　綾乃   (1) 13.57 松永　玲那   (1) 14.16 井出　美聡   (1) 14.31 守谷　友希   (1) 14.58 中村　茉子   (1) 14.90 神坂　侑希   (1) 15.00 木下　愛莉   (1) 15.01

岡山中央 -0.9 福南 -0.9 倉敷東 -0.9 市操山 -0.9 県操山 -0.9 倉敷西 -0.9 高島 -0.9 宇野 -0.9 

女子２年 6/5 １００ｍ 原　佳奈穂   (2) 13.36 吉行　梨乃   (2) 13.42 古屋　敦子   (2) 13.55 中西　実結   (2) 13.61 池成　初良   (2) 13.67 杉野　綾香   (2) 13.72 隠地　美桜   (2) 13.88 松原　朱伽   (2) 13.99

御津 -0.9 竜操 -0.9 総社東 -0.9 井原 -0.9 御南 -0.9 桑田 -0.9 琴浦 -0.9 東陽 -0.9 

女子３年 6/5 １００ｍ 水野　真冴   (3) 12.72 川﨑　まどか (3) 12.89 吉元　知織   (3) 13.21 今西　春香   (3) 13.35 入江　葉月   (3) 13.36 頓宮　七海   (3) 13.44 苫田　紗歩   (3) 13.61 橋本　麻由   (3) 13.78

芳泉 -0.9 早島 -0.9 旭東 -0.9 西大寺 -0.9 県操山 -0.9 吉備 -0.9 旭東 -0.9 庄 -0.9 

女子１年 6/5 ８００ｍ 土屋　真琴   (1)  2:27.37 豊田　優蘭   (1)  2:31.16 須本　愛生   (1)  2:31.18 犬飼　菜月   (1)  2:33.08 小林　素代香 (1)  2:35.35 畦﨑　夏未   (1)  2:37.16 兼高　心愛   (1)  2:37.37 犬飼　葉月   (1)  2:39.30

小北 山南 下津井 庄 西大寺 高梁 倉敷南 庄

女子 6/5 １５００ｍ 平山　美空   (2)  4:45.67 斉藤　巴音   (2)  4:46.54 本郷　沙穂   (3)  4:51.69 太田　夏希   (3)  4:53.65 堤　真花     (2)  4:57.11 森安　愛美   (3)  4:58.88 江尻　佳乃   (3)  4:59.50 船越　菜々   (2)  5:05.04

吉備 吉備 竜操 吉備 岡北 吉備 吉備 大安寺

女子 6/5 走幅跳 藤上　ほのか (2) 4m66 丸山　稚菜   (3) 4m57 進賀　智加   (3) 4m48 岡　夏妃     (2) 4m41 谷田　心優   (1) 4m37 岸本　彩也乃 (3) 4m37 山西　智奈   (3) 4m36 木村　千紘   (2) 4m30

福浜 -1.8 邑久 +1.1 宇野  0.0 芳泉  0.0 天城 +2.0 石井 +1.0 岡大附属 -0.6 味野 +0.8 

女子 6/5 ４種総合得点 工藤　音花   (3)  2976 熱田　心     (3)  2745 吉田　絵里子 (3)  2554 藤原　華乃   (3)  2328 渡辺　妃葵   (3)  2069 板野　茉央   (2)  2033 大塚　亜由   (3)  2008 河村　彩花   (3)  1926

岡大附属 NGR ○ 倉敷東 ○ 吉備 宇野 吉備 吉備 宇野 吉備

14.71/+0.6-1m61-10m97-26.48/-1.6 15.51/+0.3-1m55-10m75-26.98/-1.6 15.32/+0.1-1m55-8m58-27.90/-1.6 15.22/+0.6-1m40-8m04-28.38/-1.6 17.51/+0.6-1m30-10m28-28.76/-1.6 16.18/+0.5-1m30-7m43-28.80/-1.6 18.18/+0.3-1m43-9m94-30.21/-1.6 16.22/+0.6-1m25-5m77-28.11/-1.6

主催　一般財団法人岡山陸上競技協会 総　　　　　務：神達　靖久  6月 5日  9:30 雨    18.5℃   90％ 西 0.1m/s  6月 5日 13:00 曇り  21.0℃   78％ 南西 2.2m/s

共済　岡山県中学校体育連盟 トラック審判長：藤井　重信  6月 5日 10:00 雨    23.5℃   92％ 北東 1.2m/s  6月 5日 14:00 曇り    22℃   74％ 南 1.9m/s

後援　岡山県教育委員会 跳 躍 審 判 長：渡辺　次郎  6月 5日 11:00 雨    23.5℃   87％ 西北西 1.4m/s  6月 5日 15:00 曇り    23℃   67％ 東北東 0.2m/s

投 擲 審 判 長：安部　篤征  6月 5日 12:00 曇り  19.5℃   90％ 北東 0.1m/s  6月 5日 16:00 曇り  22.5℃   70％ 北東 0.7m/s

招集所審判長　：江國　成徳

スタート審判長：奥井　智昭

混 成 審 判 長：難波　昌広

記　録　主　任：桑本　康則

110mH-砲丸投-走高跳-400m

100mH-走高跳-砲丸投-200m

凡例（NGR:大会新記録/ ○ :全中標準記録突破）


