
第５７回岡山県高等学校総合体育大会
日時：平成３０年５月２５日（金）～２７日（日）
場所：岡山県陸上競技場

種　　目 氏　　名 学年 出身中学 記　　録 風 備　　考
男子１００ｍ 山　健太郎 3 落合 11.75 -0.6

木梨　嘉紀 2 中道 予10.80 -0.2
準10.82 -1.4
決10.77 -2.1 1位

木梨　息吹 2 奈義 11.98 -0.2
男子２００ｍ 山　健太郎 3 落合 23.90 +1.4

木梨　嘉紀 2 中道 予22.85 -0.8
準22.19 +0.8
決22.06 -2.0 2位

木梨　息吹 2 奈義 24.42 -0.4
男子４００ｍ 前原　成翔 3 中道 DNS

木梨　息吹 2 奈義 53.79
男子８００ｍ 春名　昌芳 3 作東 予1'58"89

準2'00"27
決2'03"09 4位

大林　啓人 2 鏡野 2'01"53
男子１５００ｍ 春名　昌芳 3 作東 予4'06"18

決4'17"91 14位
大林　啓人 2 鏡野 4'17"31
黒瀬　雅人 2 鏡野 4'25"24

男子１１０ｍH 川口　和輝 3 津山東 予16"50 -1.0
準16"24 -2.6

中島　孝太朗 1 鶴山 18"60 +0.3
男子３０００ｍSC 黒瀬　雅人 2 中道 10'49"33

金井　悠陽 1 鶴山 11'26"26
西原　杏威 1 津山 11'42"33

男子４×１００ｍR 前原・川口・山・木梨嘉 DQ
男子４×４００ｍR 山・前原・木梨息・大林 3'33"65
男子走高跳 稲岡　瑞貴 1 中央 NM
男子走幅跳 小林　拓翔 3 津山西 5m71 -0.4

中島　孝太朗 1 鶴山 6m17 +0.6
男子三段跳 小林　拓翔 3 津山西 12m41 +0.5

小郷　瑞貴 2 中道 NM
中島　孝太朗 1 鶴山 12m17 +0.2

男子円盤投 田村　郁人 2 鏡野 NM
男子ハンマー投 田村　郁人 2 鏡野 24m12
男子８種競技 佐伯　岳人 1 津山 3396点
１００ｍ 12"50(556点) -0.0
４００ｍ 59"24(439点)
１５００ｍ 5'10"27(502点)
１１０ｍＨ 20"47(313点) -0.7
走高跳 1m65(504点)
走幅跳 5m90(565点) +0.5
砲丸投 7m09(313点)
やり投 23m18(204点)

種　　目 氏　　名 学年 出身中学 記　　録 風 備　　考
女子１００ｍ 秋山　倭伽奈 2 鶴山 13"26 -0.8
女子２００ｍ 秋山　倭伽奈 2 鶴山 27"83 +1.3

高橋　柚葉 1 津山東 27"64 +1.5
女子１５００ｍ 池上　佳奈 3 鶴山 5'18"27
女子３０００ｍ 池上　佳奈 3 鶴山 11'34"71
女子１００ｍＨ 谷元　日菜子 1 鏡野 21"91 -0.3

下山　碧音子 1 津山東 22"32 -0.7
女子４００ｍ 中山　かほる 1 勝央 1'30"97
女子４×１００ｍR 高橋・秋山・松浦・日原 予51"74

秋元・秋山・松浦・高橋 準51"31
女子４×４００ｍR 高橋・村澤・松浦・日原 4'24"16
女子走高跳 橋野　萌 2 中道 NM

下山　碧音子 1 津山東 1m45
秋元　千歩 1 津山 1m40

女子走幅跳 石井　晶子 1 西粟倉 4m89 +1.5
瀧　しいな 1 津山 4m37 +0.8

女子三段跳 友實　小晴 3 中道 9m34 +1.1
秋元　千歩 1 津山 10m70 +1.1 6位
石井　晶子 1 西粟倉 10m53 -0.6 8位

女子砲丸投 松浦　祐奈 3 勝山 NM
定平　真依 1 津山 NM

女子円盤投 定平　真依 1 津山 24m32
西下　育子 1 津山 NM

女子やり投 松浦　祐奈 3 勝山 NM
福田　華子 1 鏡野 28m55


