
種目 氏名 学年 出身中学 記録 風 備考 種目 氏名 学年 出身中学 記録 風 備考

男子100m 福島 悠太 2 落合 11.37 -0.5 予選②　Q 女子100m 小島 萌絵 3 鶴山 14.09 -0.7 予選⑧

11.38 -0.9 準決勝⑦ 宇那木 咲良 2 津山西 13.70 -1.0 予選⑥

男子200m 福島 悠太 2 落合 23.35 +0.6 予選③ 女子400m 市場 菜々恵 2 北陵 1:04.36 予選④

男子400m 藤田 良亮 2 勝央 51.99 予選④ 白原 胡桃 1 津山東 1:06.18 予選③

定久 裕平 2 鏡野 53.03 予選⑦ 河本 佐羽 1 津山西 1:04.26 予選④

男子800m 河野 仁 3 鶴山 2:02.06 予選⑤ 女子800m 白原 胡桃 1 津山東 2:34.23 予選④

藤井 悠平 3 大原 2:06.28 予選⑥ 女子1500m 岡本 葉子 1 朝日塾 5:55.43 予選⑭

池嶋 祥大 3 鏡野 2:10.86 予選⑧ 女子3000m 岡本 葉子 1 朝日塾 12:51.30 35位

男子1500m 池嶋 祥大 3 鏡野 4:10.48 予選④　Q 三枝　美月 1 北陵 DNF

4:29.51 決勝１４位 女子100mH 宇那木 咲良 2 津山西 16.26 -0.8 予選③　Q

男子5000m 松下 尚 2 北陵 DNF 15.78 +0.8 準決勝⑤　ｑ

男子400mH 清水 裕貴 3 津山西 58.22 予選②　Q 16.03 ±0.0 決勝８位

56.11 準決勝②　Q 坂本 ともか 3 北陵 DNS

55.38 決勝４位入賞 女子400mH 坂本 ともか 3 北陵 1:12.72 予選⑥

藤田 良亮 2 勝央 1:00.78 予選③ 河本 佐羽 1 津山西 1:10.62 予選⑥

定久 裕平 2 鏡野 1:02.81 予選⑦ 女子4×100mR 51.90 予選③　Q

男子3000mSC 3 勝央 10:14.42 決勝⑩ 51.49 準決勝⑥

男子4×100mR 44.90 予選④ 女子4×400mR 市場・小島・河本・坂本 4:14.45 予選⑤

男子4×400mR 3:30.07 予選③　Q 女子走高跳 小島 萌絵 3 鶴山 1m45 １５位

3:27.92 準決勝⑦ 女子走幅跳 市場 菜々恵 2 北陵 4m30 +0.6 ２７位

男子走幅跳 藤田 賢 3 鏡野 6m28 +0.5 １６位 平　しほり 1 勝央 4m10 +0.6 ２９位

村松 隼 1 久世 6m04 +2.8 ２２位 女子砲丸投 水井 美沙紀 1 津山東 NM

男子三段跳 藤田 賢 3 鏡野 12m27 +0.3 ２０位 女子円盤投 水井 美沙紀 1 津山東 NM

村松 隼 1 久世 12m37 -0.2 １８位 女子やり投 森西 清華 1 久米 29m06 １２位

男子ハンマー投 能勢 瑛士 3 加茂 34m64 １１位 女子７種総合得点 中西　日向子 1 北陵 2612 １６位

森西 清華 1 久米 2202 １８位

福島・川﨑・藤田・定久

市場・宇那木・坂本・小島

日時　平成２６年　５月３０日（金）～６月　１日（日）
場所　岡山県陸上競技場

第５３回岡山県高等学校総合体育大会

福島・藤田・清水・定久


