
一般・高校・中学男子走幅跳 10:00～

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

ｴﾀﾞﾏﾂ　ﾀﾞｲｱ 4m16 × 4m21 4m21
1 2222 枝松　大海 桜が丘中学校 ＋1.4 ＋・－ -0.7 -0.7 中１７

ｻｶｲ　ｺｳﾀ 4m17 4m37 4m34 4m37
2 1523 酒井　康多 金浦中学校 ＋0.5 +1.5 -0.7 +1.5 中１５

ｻﾄｳ　ｺｳｷ 3m51 4m32 × 4m32
3 2218 佐藤　公紀 桜が丘中学校 +0.3 +5.8 ＋・－ +5.8 中１６

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ × × × 記録なし
4 5820 藤原　拓也 笠岡工 ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

ﾀｸﾞﾁ ｾﾅ 5m00 4m74 5m07 5m07
5 956 田口  世成 妹尾中 +1.3 +0.9 +7.6 +7.6 中３

ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 4m46 4m35 4m98 4m98
6 1681 大島　拓人 金光学園中学 +2.4 +2.0 +8.6 +8.6 中４

ｵﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ × 4m86 4m92 4m92
7 692 小畑　友也 倉敷北中 ＋・－ +1.9 +3.5 +3.5 中５

ｵｶﾞﾜ  ｶｲ × 4m59 4m18 4m59
8 1497 尾川　　快 岡山芳泉中 ＋・－ +3.1 +2.5 +3.1 中９

ﾏﾙｶﾜ ﾊﾔﾀ 3m24 4m68 4m78 4m78
9 1498 丸川　颯太 岡山芳泉中 +1.6 +4.5 -2.2 -2.2 中６

ｺｸﾊﾀ ﾒｸﾞﾑ 4m95 4m84 × 4m95
10 6416 石畑　恵 新見高 +0.8 +3.2 ＋・－ +0.8 高５

ﾌｼﾞﾉ ｱｷﾗ 　　　　ｍ 　　　　ｍ 　　　　ｍ DNS
11 1479 藤野　　朗 岡山芳泉中 ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

ﾌｼﾞﾀ  ｻﾄﾙ × × 4m59 4m59
12 1582 藤田  賢 鏡野中学校 ＋・－ ＋・－ +6.7 +6.7 中１０

ﾓｳﾘ　ﾄｳｺﾞ 4m33 4m74 4m63 4m74
13 1634 毛利　冬悟 御南中 -1.9 +0.1 +0.4 +0.1 中８

ﾔﾏｻｷ　ﾕｷﾄ 4m52 4m16 4m18 4m52
14 2576 山崎　友貴人 御南中 -1.5 +0.8 +3.3 -1.5 中１３

ﾅｶﾔﾏ　ﾌﾐﾔ 4m58 4m41 4m38 4m58
15 1576 中山　文也 御南中 +3.9 +1.8 +2.7 +3.9 中１１

Bピット 10:00～
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 記録 順　位

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹﾙ 5m53 3m44 5m32 5m53
1 5742 藤原　武尊 笠岡高校 +2.2 +3.1 +1.2 +2.2 高４

ﾆｼｻﾞｷ  ﾔｳﾔ 4m66 × 4m75 4m75
2 1482 西崎　裕哉 岡山芳泉中 +1.2 ＋・－ -1.0 -1.0 中７

ｸﾛｾ  ｹｲ × 4m52 4m13 4m52
3 1483 黒瀬　　慶 岡山芳泉中 ＋・－ +9.0 -1.1 +9.0 中１４

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀｲｺｳ 5m37 × 5m52 5m52
4 953 山上　泰功 妹尾中 -0.5 +3.4 +3.2 +3.2 中２

ﾔﾏｼﾀ　ﾏﾅﾌﾞ 　　　　ｍ 　　　　ｍ 　　　　ｍ DNS
5 1650 山下　　学 里庄中学校 ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

ﾐﾔｹ　ｼｮｳﾀ × × × 記録なし
6 5128 三宅　祥太 倉敷古城池高校 ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

ｻﾄｳﾖ　ｳｽｹ 5m73 × 5m77 5m77
7 362 佐藤　洋介 岡山東商高 +2.4 +1.2 +1.2 高３

ｴﾝﾄﾞｳ　ﾋﾛﾑ × × × 記録なし
8 9610 遠藤　広務 ＯＳＩ ＋・－ ＋・－ ＋・－ ＋・－

ｻｻｷ ﾀｸﾐ 6m31 × 6m29 6m31
9 5535 佐々木　拓海 玉島高校 +2.7 ＋・－ +1.1 +2.7 高２

ﾂｷﾔﾏ  ﾄﾓﾋﾛ × 6m07 6m22 6m22
10 1574 築山　 知弘 鏡野中学校 ＋・－ +4.2 +0.3 +0.3 中１

ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳ 6m52 6m21 6m89 6m89
11 5123 岡崎　良 倉敷古城池高校 -1.1 +4.7 +1.2 +1.2 高１

ﾀｶﾊｼ ﾘｷﾄ 4m53 4m54 4m42 4m54
12 901 高橋　力斗 井原中学校 -1.5 +4.7 +2.7 +4.7 中１２


