
高校，中学女子走幅跳 10:55～

Aピット
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位

ｵﾉ  ﾅﾂﾐ 3m60 3m27 3m20 3m60

1 1515 小野  夏実 鏡野中学校 +0.1 -2.2 +0.5 +0.1 中２０
ｵｵﾀ ﾐﾖ × 3m77 × 3m77

2 1961 太田　美世 金浦中学校 ＋・－ +3.7 ＋・－ +3.7 中１９
ｻｶｲ　ﾕｲ 3m77 3m97 4m29 4m29

3 63 酒井　結衣 笠岡ｼﾞｭﾆｱ +2.6 +2.1 +1.5 +1.5 中１１
ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ × 3m92 4m17 4m17

4 1962 齋藤　優香 金浦中学校 ＋・－ +2.1 +2.0 +2.0 中１３
ｼﾗﾌｼﾞ ﾐﾅﾐ × × 3m78 3m78

5 676 白藤　美菜実 笠岡西中学校 ＋・－ ＋・－ +2.0 +2.0 中１８
ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾐ 4m30 4m17 4m36 4m36

6 861 徳原　真奈美 金光学園中学 +4.5 +1.0 +3.2 +3.2 中８
ｶﾈﾔｽ ﾏｺﾄ × 3m16 2m99 3m16

7 735 金安 真琴 井原中学校 ＋・－ +1.8 +2.1 +1.8 中２４
ﾔﾏﾓﾄﾕｲ 3m21 × 3m47 3m47

8 2018 山本　結 御南中 -0.2 ＋・－ +3.2 +3.2 中２３
ｲｶﾞ ｱﾕｶ × × 4m36 4m36

9 862 伊加　歩華 金光学園中学 ＋・－ ＋・－ +4.1 +4.1 中９
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ × 3m10 3m56 3m56

10 863 岡田　真奈 金光学園中学 ＋・－ -1.4 +5.5 +5.5 中２１
ﾀｶﾐﾔ　ﾅｵｺ 4m19 4m31 4m16 4m31

11 821 高宮　直子 比治山女子中 +3.1 +2.1 -0.5 +2.1 中１０
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱﾔ × 3m54 × 3m54

12 64 渡辺　あや 笠岡ｼﾞｭﾆｱ ＋・－ +0.3 ＋・－ +0.3 中２２
ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾋﾅ 4m09 × × 4m09

13 1811 山口　緋奈 桜が丘中学校 +5.3 ＋・－ ＋・－ +5.3 中１４
ｺｼﾑﾈ ｻｴ × × 4m58 4m58

14 30 越宗　咲衣 石井中 ＋・－ ＋・－ -0.1 -0.1 中６
ｼﾐｽﾞ　ﾁｱｷ × × × 記録なし

15 2370 清水　千晶 桜が丘中学校 ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－
ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ 3m70 3m69 3m98 3m98

16 554 大槻　香織 倉敷北中 +3.9 +2.4 +3.6 +3.6 中１６
ｵｷﾀ ﾅﾅ 4m65 4m33 4m47 4m65

17 869 沖田　奈々 金光学園中学 +1.5 -4.0 +3.9 +1.5 中３

Bピット
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順位

ﾅｶﾔﾏ  ｼﾞｮｳﾔ 　　　ｍ 　　　ｍ 　　　ｍ DNS
1 1576 中山　丈也 鏡野中学校 ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

ﾏｴﾀﾞ　ｱﾔｶ × × 4m00 4m00
2 2366 前田　彩花 桜が丘中学校 ＋・－ ＋・－ +1.3 +1.3 中１５

ﾊﾏﾓﾄｱﾔ × × 3m93 3m93
3 9626 濱本　礼 ＯＳＩ ＋・－ ＋・－ -1.0 -1.0 中１７

ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾖ 4m61 4m37 × 4m61
4 5788 松本　圭代 笠岡商業高校 +3.2 +1.4 ＋・－ +3.2 高４

ｶﾒｶﾜ  ｶﾅ 4m63 4m55 × 4m63
5 1513 亀川  華那 鏡野中学校 ＋・－0.0 ＋・－0.0 ＋・－ ＋・－0.0 中４

ｻﾄｳ ﾕｳｶ 4m25 4m01 4m45 4m45
6 754 佐藤  友香 妹尾中 +1.2 -0.3 +1.7 +1.7 中７

ﾆｼﾑﾗ ﾏﾔ 3m15 3m00 2m81 3m15
7 720 西村 摩弥 井原中学校 +3.1 +2.3 +1.1 +3.1 中２５

ﾔﾏﾀﾞﾚﾐ 3m53 3m61 2m29 3m61
8 2022 山田　怜美 御南中 +2.5 +1.8 -2.4 +1.8 中５

ﾊﾀ ﾋﾛｺ 　　　ｍ 　　　ｍ 　　　ｍ DNS
9 9617 　泰 浩子 ＯＳＩ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

ﾋﾗﾀ ﾉｿﾞﾐ 4m64 × × 4m64
10 7429 平田　望 倉敷中央高校 +2.3 ＋・－ ＋・－ +2.3 高３

ｽﾐﾀﾞ ｱﾝﾅ 4m66 4m69 4m67 4m69
11 7473 隅田　杏菜 倉敷中央高校 -0.8 +7.0 +0.6 +7.0 高２

ﾎﾘ  ﾅﾅﾐ × 4m79 × 4m79
12 1511 堀     菜波 鏡野中学校 ＋・－ -0.5 ＋・－ -0.5 中２

ﾔｽｲ ﾕｶﾘ 4m96 5m06 4m98 5m06
13 2050 安井　ゆかり 京山中学校 -0.2 +2.4 -0.1 +2.4 中１

ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 　　　ｍ 　　　ｍ 　　　ｍ DNS
14 7436 安井　瑞紀 倉敷中央高校 ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

ﾋﾛﾀ　ﾅﾐ 5m29 × 5m07 5m29
15 439 廣田　奈美 岡山東商高 +4.0 ＋・－ +0.6 +4.0 高１

ﾓﾘｵｶ　ｻｷ 4m43 4m52 4m60 4m60
16 440 森岡　紗希 岡山東商高 +1.5 +3.3 +2.2 +2.2 高５

ﾉﾓﾄ ｶｵﾘ × 4m19 3m76 4m19
17 5789 野元　香里 笠岡商業高校 ＋・－ +2.5 +0.8 +2.5 高６

ｺｶﾞﾁｻｷ 4m28 × × 4m28
18 1905 古賀　千咲 連島南中 +1.9 ＋・－ ＋・－ +1.9 中１２


