
第 ４ 回 笠 岡 陸 上 競 技 場 開 場 記 念 記 録 会

日時：平成２１年３月２０日１０：００～１６：２０

場所：岡山県笠岡陸上競技場

参加者数

氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録 氏名 所属 記録

ﾔﾉ ﾖｼｱｷ 14.82 ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾞｲ 15.22 ｶﾜﾓﾄ　ｹﾝｼﾞ 15.27 ｼﾐｽﾞ　ﾕｳｽｹ 15.93

矢野　吉昭 岡山商科大 +3.4 永岡　大 岡山商科大 +3.4 川本　建司 福山平成大学 +3.4 清水　裕介 笠岡高校 +3.4

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 芳泉中 15.15 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾕｷ 17.06 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝﾔ 17.12 ﾅﾝｼﾞｮｳ  ﾕｳ 17.55 ﾅｶﾔﾏ  ﾏｻﾙ 18.05 ｼﾓｶﾜﾄｺ ｼｮｳｷ 20.96

井上　亮 +4.9 大内　靖之 笠岡西中 +4.9 森本　真也 芳泉中 +4.9 南條　　裕 芳泉中 +4.9 中山　　将 芳泉中 +4.9 下川床昌輝 笠岡西中 +4.9

ﾄﾘｺﾞｴ ｼｮｳ 11.02 ｻﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 11.07 ｶﾜﾓﾄ　ｹﾝｼﾞ 11.10 ﾔﾏﾅｶｽﾞﾔ 11.14 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾁ 11.14 ﾓﾘﾓﾄ　ﾏｻﾋﾛ 11.14 ﾔﾏﾍﾞ ｹｲｽｹ 11.18 ｲｽ ﾕｳﾀ 11.33

鳥越　翔 岡山商科大 +3.6 佐原　章吾 岡山商科大 +4.8 川本　建司 福山平成大学 +6.6 山名　和也 岡山県立大 +4.8 山本　大地 倉敷工業高 +5.1 森元　優大 玉島高校 +5.1 山部 圭介 倉敷工業高 +3.5 井須　雄太 玉島高校 +3.8

ｵｶﾍﾞ　ﾕｳｷ 11.08 ﾂﾎﾞｲ  ｱｷﾋﾛ 11.23 ｱｻﾉ ｼﾝﾉｽｹ 11.40 　ｵｵﾀｶ　ﾄﾓﾛｳ 11.42 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾕｷ 11.81 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 11.86 ﾐﾀﾆ ﾋﾛﾉﾘ 11.94 ｶﾜｻｷ　ｶｽﾞｷ 12.13

岡部　佑紀 福田中 +4.2 坪井　晶広 芳泉中 +4.2 浅野慎之佑 芳泉中 +4.2 大高　智朗 倉敷東中 +4.2 大内　靖之 笠岡西中 +5.2 井上　亮 芳泉中 +4.2 三谷　浩範 金光学園中 +5.2 川崎　和輝 里庄中 +5.2

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 12.69 ｵｸﾔﾏ ｼｭﾝｷ 13.12 ﾂﾙﾐ ｺｳｼﾞ 13.56 ﾄﾘｵｶ ｹﾝ 13.64 ｶｸﾓﾄ　ﾕｳｷ 13.72 ﾀｼﾞﾏ　ｲｸﾔ 13.75 ｵｶｻﾞｷ　ﾏｻﾔ 13.76 ﾆｼﾑﾗ ｿｳﾀ 13.89

藤本　達也 井原陸上ｸﾗﾌﾞ +3.1 奥山　舜貴 富山小 +3.1 鶴海　高士 大元小学校 +3.2 鳥岡　健 井原陸上ｸﾗﾌﾞ +3.2 角本　勇樹 東広島陸上ｸﾗﾌﾞ +3.1 田嶋　郁也 東広島陸上ｸﾗﾌﾞ +3.1 岡﨑　雅也 ゆめりくｸﾗﾌﾞ +3.1 西村　聡太 井原陸上ｸﾗﾌﾞ +3.1

ﾋｶｻ　ﾋﾛﾐﾂ ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾄｼ ｶｲﾊﾗ ｹﾝﾀ ｿｳﾀﾞ　ｻﾄｼ ﾖｺﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾑ ｵｶﾓﾄ ｱﾕﾑ ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾕｷ ｲｼｲ　ﾄﾓﾋﾛ

日笠　裕允 team龍虎 04.14.06 高橋　正俊 倉敷南高 04.24.68 貝原　健太 岡山商科大 04.25.29 宗田　諭 倉敷南高 04.29.67 横枕　希 岡山商科大 04.30.23 岡本　歩夢 倉敷古城池高 04.32.73 河本　将志 岡山商科大 04.33.89 石井　智大 倉敷南高 04.35.91

ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾀｶ ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳｲﾁ ｲﾉｳｴ ﾕｳ ｳｶﾞｷ  ﾘｮｳｽｹ ｺﾃﾞﾗ ﾕｳﾀ ｶｼﾏ　ﾀｶﾋﾛ ｸﾛｶﾜ ｺｳﾀ ﾄﾘｺﾞｴ ｱｷﾐﾂ

黒川　将隆 笠岡西中 04.43.05 徳永　祥一 芳泉中 04.57.56 井上　悠 井原中 04.59.44 宇垣　亮佑 芳泉中 05.00.56 小寺　裕太 笠岡西中 05.04.38 鹿嶋　隆裕 福田中 05.07.69 黒川　宏太 笠岡西中 05.19.79 鳥越　暁光 芳泉中 05.32.34

ｶﾄｳ　ｺｺﾛ ﾀｶﾑﾗ ｶﾂﾄｼ ﾋｻﾔｽ ｺｳﾍｲ ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ﾖｼﾀﾞ　ｹｲﾀ ｻﾀﾞﾐﾂ ｹｲ ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ ｳｴﾏﾂ ﾘｮｳﾍｲ

加藤　心 東広島陸上ｸﾗﾌﾞ 03.09.04 高村　勝利 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 03.10.13 久安　康平 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 03.16.65 谷本　優大 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 03.16.69 吉田　圭太 東広島陸上ｸﾗﾌﾞ 03.20.19 定光　慶 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 03.25.90 池田　昂生 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 03.26.38 植松　凌平 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 03.26.79

ｲﾜﾀﾆ ﾀﾀﾞﾋｺ

岩谷　忠彦 金光学園中 11.31.18

ﾅｶﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ ﾀﾆﾓﾄ　ｼｮｳ ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾅｶﾂｶ ｼｮｳﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｽｹ

中田　遼平 倉敷南高 16.40.71 谷本　翔 金光学園高 16.47.58 岩本　将弘 玉島高校 16.49.97 中塚　翔太 倉敷古城池高 17.44.33 近藤　瑛佑 玉島高校 18.58.67

52.81 55.99 57.79 60.17 61.80 64.14 64.82 65.58

46.77 48.29 48.74 49.40 50.16 50.36 53.27 53.56

44.90 46.17 46.91 48.47 57.83

６ｍ３８ ６ｍ３５ ６ｍ３２ ５ｍ９４ ５ｍ６１ ５ｍ５２ ５ｍ４９ ５ｍ３８

佐藤　洋平 フェニックス ＋3.8 羽原裕一郎 倉敷工業高 ＋4.2 岡崎　良 倉敷古城池高 ＋5.4 勝山　慎吾 笠岡高 ＋3.4 遠藤　広務 高陽中 ＋2.5 森本　真也 芳泉中 ＋3.7 山下　学 里庄中 ＋2.9 南條　裕 芳泉中 ＋3.8

小学男子 走り幅跳び 鶴海　高士 大元小 ４m５６ 藤本　達也 井原陸上ｸﾗﾌﾞ ４m５０ 角本　勇樹 東広島陸上ｸﾗﾌﾞ ４m５０ 山崎　友哉 井原陸上ｸﾗﾌﾞ ４m３２ 土久岡　薫 東広島陸上ｸﾗﾌﾞ ４m２３ 岡﨑　雅也 ゆめりくクラブ ４m１９ 鳥岡　健 井原陸上ｸﾗﾌﾞ ４m１６ 富山　弘貴 東広島陸上ｸﾗﾌﾞ ４m１６ 25

一般男子 砲丸投 松原　史明 team龍虎 １０ｍ６６ 菅原　晴信 岡山商科大 １０ｍ５６ 2

高校男子 砲丸投 平野　雄大 倉敷工業高 １１ｍ９６ 浅原　良介 倉敷工業高 １１ｍ２３ 三木　健大 倉敷古城池高 ８ｍ４１ 3

中学男子 砲丸投 西谷　優也 笠岡西中 １０ｍ８７ 芳賀　康平 芳泉中 ８ｍ９９ 後藤　隼斗 芳泉中 ８ｍ８５ 石井那緒希　　 芳泉中 ７ｍ９３ 秋田　敦宣 笠岡西中 ６ｍ５２ 井上　貴文 笠岡西中 ５ｍ９３ 6

一般・高校・中学男子 円盤投 千々木　優 徳山大学 ４７ｍ０５ 菅原　晴信 岡山商科大 ３８ｍ１０ 難波　広隆 岡山商科大 ３７ｍ７５ 佐藤　洋平 フェニックス ３２ｍ４７ 中本　拓麻 倉敷工業高 ３１ｍ５５ 平野　雄大 倉敷工業高 ３１ｍ２８ 遠藤　将貴 倉敷工業高 ３０ｍ５０ 岡　　矢人 金光学園中 ２９ｍ６０ 14

一般・高校男子 やり投げ 桑田　和佳 広大樟柳ｸﾗﾌﾞ ６０ｍ９８ 川村　圭司 岡山商科大 ４８ｍ２９ 中本　拓麻 倉敷工業高 ４３ｍ２３ 南　　 義秀 倉敷古城池高 ４２ｍ５３ 羽原裕一郎 倉敷工業高 ４１ｍ６２ 山本　裕之 笠岡高校 ３６ｍ２２ 田中　義也 金光学園中 ２８ｍ８０ 7

ｼﾜｸ　ｻｵﾘ 17.42 ﾊｼﾓﾄ　ｱｷﾎ 19.85

塩飽　沙織 笠岡高校 +4.5 橋本　愛歩 笠岡高校 +4.5 2

ｶﾒﾔﾏ  ﾐｷ 14.84 ﾊﾗﾀﾞ　ﾕｳｷ 16.11 ｻﾄｳ  ﾘｶ 16.96 ﾀﾅｶ  ｾﾚﾅ 17.27 ﾔﾏｻｷ  ﾐｷ 17.31 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 17.73 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐｶ 17.74 ｶﾀｵｶ ﾕﾅ 18.24

亀山　実季 芳泉中 +3.8 原田　優己 笠岡西中 +3.8 佐藤　李花 芳泉中 +3.8 田中世玲奈 芳泉中 +3.8 山崎　美季 芳泉中 +3.8 原田　瑞希 笠岡西中 +3.1 山田　弓華 芳泉中 +3.8 片岡　柚菜 笠岡西中 +3.1

ｲｼﾀﾞ ﾐｽｽﾞ 12.36 ﾓﾘﾅｶﾞ ｻｷ 12.50 ﾏﾂｵ ｻﾔｶ 12.59 ﾏﾀﾉ ﾕﾘ 12.77 ﾔﾏﾜｷ ｷｴ 12.98 ｵｵｻﾜ ｱﾔﾅ 13.21 ﾋﾗﾀ ﾉｿﾞﾐ 13.26 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｶ 13.32

石田　美鈴 倉敷中央高 +5.2 森永　早紀 倉敷中央高 +4.0 松尾紗也可 倉敷中央高 +4.0 亦野　友理 倉敷中央高 +5.2 山脇　生愛 倉敷中央高 +4.0 大澤　綾奈 倉敷中央高 +4.0 平田　望 倉敷中央高 +4.0 若林　利佳 倉敷中央高 +5.2

ｱｵｷ ﾏｽﾐ 12.17 ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 12.72 ｳｴｱﾘﾝｸﾞ ﾏﾘｺ 12.76 ﾏｴﾀ ﾓﾓｶ 13.03 ｾﾄｳ ﾕｶ 13.12 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｴﾘ 13.15 ﾔｽｲ ﾕｶﾘ 13.18 ﾊﾀ ﾋﾛｺ 13.31

青木　益未 福田中 +3.0 安井　瑞紀 井原中 +3.0 ｳｪｱﾘﾝｸﾞ真莉子 御津中 +3.0 前田　桃佳 竜操中 +3.0 瀬藤　佑香 高屋中学校 +3.6 渡辺　冴理 井原中 +4.2 安井ゆかり 京山中 +3.0 泰　　　浩子 久米南中 +4.2

ｵｵﾊｼｻｷ 12.89 ｷｼﾐﾉﾘ 13.24 ﾊｯﾀｱﾔﾐ 13.54 ｺｼﾑﾈｻｴ 13.61 ﾕｳﾊﾞ　ﾕﾅ 13.80 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 13.81 ﾏﾂﾓﾄ　ｻﾂｷ 13.82 ﾕｷﾖｼ　ﾏﾎ 13.86

大橋　沙季 開成小 +4.6 岸　みのり 馬屋下小 +4.8 八田　彩水 財田小 +4.6 越宗　咲衣 三門小 +4.8 弓場　夕菜 東広島陸上ｸﾗﾌﾞ +4.8 加藤　宏美 井原陸上ｸﾗﾌﾞ +3.8 松本　さつき 笠岡ｼﾞｭﾆｱ +5.4 雪吉　真帆 ゆめりくｸﾗﾌﾞ +4.6

三島　美咲 高屋中 05.03.15 谷口　楓 倉敷南高 05.12.08 平松莉恵子 金光学園中 05.19.62 狩野　智絵 笠岡西中 05.22.57 高田　絵里 金光学園中 05.24.49 青山　瑞季 桜が丘中 05.41.34 藤岡ゆうみ 桜が丘中 05.51.89 川口　祐果 芳泉中 05.54.72 11

ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ ﾌｸﾀﾞ　ﾁｶ ｲﾉｳｴ　ｱｶﾈ ﾀﾆﾓﾄ ﾐｻｷ ﾆｼﾓﾄ　ﾏﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｻﾐ ﾉｻﾞｷ　ｱｶﾈ ﾖﾓｷﾞ　ｶﾝﾅ

小林　育美 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 02.37.14 福田　知夏 山陽北走練 02.37.54 井上明花音 山陽北走練 02.43.72 谷本　美咲 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 02.49.32 西本　茉由 山陽北走練 02.50.42 小林　麻美 井原陸上ｸﾗﾌﾞ 02.50.90 野崎　朱音 山陽北走練 02.55.55 蓬　栞奈 ゆめりくｸﾗﾌﾞ 03.02.99

54.13 57.77 60.55 60.98 62.82 64.09 64.09 66.66

52.05 52.38 52.94 55.60 57.93 59.27 60.24

50.04 56.38 2

４ｍ９５ ４ｍ８９ ４ｍ８２ ４ｍ６５ ４ｍ２０ ４ｍ１８ ４ｍ１７ ４ｍ１３

渡辺　冴理 井原中 ＋３．４ ｳｪｱﾘﾝｸﾞ真莉子 御津中 ＋４．１ 安井　ゆかり 京山中 ＋３．１ 岡本　理佐 福山平成大学 ＋３．６ 相賀　佳奈 芳泉中 ＋３．５ 酒井　結衣 金浦中 ＋４．３ 安原　有希 笠岡西中 ＋２．５ 山田　眞由 笠岡西中 ＋３．３

小学女子 走り幅跳び 越宗　咲衣 三門小 ４ｍ２２ 雪吉　真帆 ゆめりくｸﾗﾌﾞ ４ｍ１５ 松本さつき 笠岡ｼﾞｭﾆｱ ３ｍ８３ 藤原　遥菜 三門小 ３ｍ７６ 井原　沙都 ゆめりくｸﾗﾌﾞ ３ｍ６７ 荒井　香帆 東広島陸上ｸﾗﾌﾞ ３ｍ６４ 上村　菜朝 笠岡ｼﾞｭﾆｱ ３ｍ６４ 大亀　愛莉 ゆめりくｸﾗﾌﾞ ３ｍ５６ 32

中学女子 砲丸投 鈴木　瑛子 芳泉中 11ｍ02 田中世玲奈 芳泉中 ９ｍ５７ 近藤　桃子 芳泉中 ８ｍ５９ 渡邉実緒理 芳泉中 ８ｍ１６ 二階堂玲奈 笠岡西中 ７ｍ３７ 佐藤　李花 芳泉中 ７ｍ０８ 稲艸　夏姫 芳泉中 ６ｍ９７ 森　沙久実 里庄中 ６ｍ２５

高校女子 砲丸投 杉本真理奈 就実高 10ｍ79 松永　莉奈 倉敷中央高 ９ｍ２１

女子 円盤投 杉本真理奈 就実高 33ｍ35 松永　莉奈 倉敷中央高 27ｍ52 木下　唯 金光学園高 25ｍ38 諏訪絵理香 倉敷古城池高 16ｍ40 和田　寛子 倉敷古城池高 14ｍ73 5

女子 やり投 木村　真彩 就実高 38ｍ29 木下　唯 金光学園高 33ｍ13 村本　恵 倉敷中央高校 30ｍ29 橋本　愛歩 笠岡高校 21ｍ51 藤澤　友希 笠岡高校 18ｍ71 塩飽　沙織 笠岡高校 17ｍ17 6

小学女子 ４×１００ｍＲ

高校・中学女子 走り幅跳び

中学女子 ４×１００ｍＲ

４×１００ｍＲ高校女子

小学女子 １００ｍ

小学女子 ８００ｍ

１００ｍ一般・高校女子

中学女子 １００ｍ

１００ｍＨ一般・高校女子

中学女子 １００ｍＨ

４×１００ｍＲ一般・高校男子

走り幅跳び一般・高校・中学男子

４×１００ｍＲ小学男子

中学男子 ４×１００ｍＲ

中３・高校男子 ３０００ｍ

５０００ｍ一般・高校男子

中学男子 １５００ｍ

小学男子 １０００ｍ

小学男子 １００ｍ

一般・高校男子 １５００ｍ

4

第４位

一般・高校男子 １１０ｍＨ

第８位第７位第６位第５位第３位第１位 第２位
種別 種目

井原陸上クラブA

中学男子 １１０ｍＨ

一般・高校男子 １００ｍ

１００ｍ中学男子

（高村，藤本，西村，鳥岡）

東広島陸上クラブA

（富山，田嶋，矢野，角本）

東広島陸上クラブB

(佐竹，石山，土久岡，勝山)

井原陸上クラブB

(石田，谷本，田原，定光)

井原陸上クラブC

(岡本，河瀬，田中，中新)

井原陸上クラブD

(久安，宮本，池田，植松)

井原陸上クラブE

(山岡，山崎，清水，尾名)

井原陸上クラブG

(三田，山本，佐藤，岡本)

芳泉中男子A

(森本，坪井，浅野，井上)

OJRC-A

(奥山，蓮池，遠藤，大高)

里庄中Ａ

(金田，佐藤，米山，小野)

笠岡西中Ａ

(井上，境原，黒川，大内)

芳泉中男子B

(芳賀，石井，南條，中山)

里庄中Ｂ
(山下剣，山下学，山本，川崎)

芳泉中男子C

(岩井，松原，藤野，西崎)

笠岡西中Ｂ

(黒川，岩崎，下川，秋田)

倉敷工A

(宮内，山本，羽原，三村)

玉島高

(眞部，井須，姫野，山下)

笠岡工業

(藤森，徳永，加藤，佐藤)

笠岡高

(田村，岡畠，菅，内田)

倉敷工B

(馬越，河野，井上，中本)

OJＡC

(岸，八田，越宗，大橋)

井原陸上A

(大畑，加藤，小林，谷本)

笠岡ジュニアA

(上村，木村，原田，松本)

東広島陸上クラブA

(有田，岩井，田邊，弓場)

笠岡ジュニアB

(吉岡，小見山，田井，田中)

井原陸上B
(兼高，小林，小藪綾，小藪由)

山陽北走練・長

(井上，野崎，西本，福田)

井原陸上C

(小寺，西村，井上，中田)

OJRC-C

(桂，安井，秦，前田)

OJRC-B
(宮本，堀瀬，矢吹，ｳェｱﾘﾝｸﾞ)

井原陸上ｸﾗﾌﾞ

(瀬藤，渡辺，安井，三島)

芳泉中B

(相賀，近藤，佐藤，藤岡)

芳泉中C

(塚本，稲艸，児玉，泉)

倉敷中央高

(亦野，石田，松尾，森永)

笠岡高

(西井，平野，橋本，塩飽)

芳泉中D

(川口，山田，平尾，鈴木)

笠西中A

(原田，古賀，安原，片岡)
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49

37

61

16

12

29

1

5

13

8

6

17

12

26

40

7

17

63

18

11


