
岡山県小学生陸上競技大会

（優勝者）

1991 クラブ発足 男子１００ｍ 岡山県学童記録・ ２５名

（平成　３年） 　（活動は１学期のみ） 　　　岡本勝城（葦高）　１２秒６ 　　倉敷地区記録

倉敷体育協会陸上競技部学童部 　　１０００ｍ 　男子リレー　５１秒６

として体協に加盟 県予選２位 　　　荒木健志（中島）３分０４秒０ （寺田，永山，松原，岡本）

男子リレー（松原，永山，寺田，岡本） 　　リレー　万寿小　５１秒７ 県ランキング１位

冬季小学生陸上競技教室 ５１秒６ 　　　（畑，松原，寺田，永山）大会新 　　男子１００ｍ

（オリンピック選手と走ろう）始まる 女子１００ｍ 女子リレー　中島小　５６秒９ 　　　岡本勝城　１２秒６

　　　　　　　中津　香奈　１３秒９ 　　　（小野，粟屋，大河） 　　男子１０００ｍ

他入賞者８名 　　　荒木健志３分０４秒０

1992 １月より年間通しての活動となる。 ６年男子１００ｍ 男子１００ｍ 倉敷地区記録 約１１０名

（平成　４年） 　岸本　剛典　　１３秒２ 　　岸本　剛典（本荘） 　男子リレー本荘小（岸本）５１秒３

倉敷地区春季小学生陸上競技 　　　（全国大会準決勝進出） 男子リレー　本荘小（岸本） 県ランキング１位

大会始まる ５年男子１００ｍ 　　　　５１秒３　大会新 　男子１００ｍ　岸本剛典１２秒６

　筒井　裕哉　　１３秒９ 　男子リレー本荘小（岸本）５１秒３

倉敷市民体育大会陸上競技の部 ５年女子１００ｍ 　女子４・５年リレー　５９秒０

の運営に参画 　長谷　あゆみ　１４秒３ 他入賞者２名 　　　（吉武，今東，浦，長谷）

　　　（全国大会準決勝進出）

1993 岡山県陸上競技連盟学童部に参加 ６年男子１００ｍ 男子リレー 県ランキング１位 約１５０名

（平成　５年） 　筒井　裕哉　　　１２秒９ 　葦高小　（岡本，筒井） 　男子１００ｍ筒井　裕哉　１２秒６

渡辺裕一コーチ，全国小学生指導 　　　（全国大会準決勝進出） ５２秒５１ 　　　

者研修参加 ５年男子１００ｍ 女子１００ｍ 　女子１００ｍ長谷あゆみ　１３秒６

夏合宿開始（渋川） 　篠　　敦史　　　１３秒９ 　　長谷　あゆみ（第一福田） 　　

日韓親善陸上競技大会始まる 　　　（全国大会準決勝進出） １３秒９４ 　女子４・５年リレー　５９秒５

６年女子１００ｍ 　　　（越智，永山，長谷，森長）

　長谷　あゆみ　１３秒９ 他入賞者４名

　　　（全国大会準決勝進出）

1994 男子リレー　　５２秒４５ 男子６０ｍハードル 倉敷地区記録 約１３０名

（平成　６年） （中村，森川，平田， 　　高尾　崇義（葦高） 　男子１００ｍ　篠　敦史　１２秒６０

　　　　　　　篠，高尾） ９秒２２ 　男子６０ｍＨ　高尾崇義　９秒２２

　　　（全国大会準決勝進出） 他入賞者１３名 　女子１００ｍ長谷真実　１３秒５５

　女子６０ｍＨ　高尾知佳１０秒０５

県ランキング１位

　男子６０ｍＨ　高尾崇義　９秒２２

　リレー（中村，森川，平田，篠）

５２秒２３

1995 森　末広育成部長，全国小学生 ５年男子１００ｍ 女子８００ｍ　２分３１秒９７ 岡山県学童記録・ 約１５０名

（平成　７年） 指導者表彰を受ける 　吉武　英峰　１４秒５９ 　　杉本　麻美（大高）　大会新 倉敷地区記録

村木　賢二コーチ，全国小学生指 女子リレー　連島南小　 県ランキング１位

導者研修参加 　　　　（佐々木）　５６秒４８ 　女子８００ｍ杉本麻美

マスカット周走大会始まる。運営に参画 ２分３１秒９７

ＯＢの今東選手（倉敷南中）走幅跳で県中 他入賞者１０名

学記録樹立

1996 日韓親善陸上競技大会木浦大会 ６年男子１００ｍ 男子１００ｍ 倉敷地区記録 約２００名

（平成　８年） に小学生派遣開始。森部長と選手 　寺田　健哉　１２秒７１ 　寺田　健哉（葦高）　１２秒７１ 県ランキング１位

３名参加 　　　（全国大会準決勝進出） 男子リレー　葦高小　 　男子１００ｍ　寺田健哉１２秒３９

　男子１００ｍ　寺田　健哉 ６年女子１００ｍ 　　　　　５１秒１６　大会新 　男子リレー　５０秒２１

　男子８００ｍ　福田　智和 　坂本　朱美　１４秒３２ 　　　　（上森，中村，森川，寺田） 　（森川，中村，吉武，寺田）

　女子１００ｍ　長谷いづみ

ＯＢの今東選手（倉敷工）国体走幅跳優勝 他入賞者８名

ＯＢの筒井選手（新田中）三種競技で全中優勝

　　三種競技，走幅跳，砲丸で県中学記録樹立

1997 日本陸連の小学生地域クラブ育 男子走幅跳 女子走高跳 倉敷地区記録 約１７０名

（平成　９年） 成事業の指定クラブに選出される。 　上森　　学　４７５ｃｍ 　近藤　由貴（琴浦西）　 　女子リレー　５４秒２８

岡山県のジュニアクラブ育成事業の ６年女子１００ｍ 　　　　　　　　１３４ｃｍ 　（近藤，斉藤，佐々木，福迫）

指定も受ける。 　福迫　菜美　１４秒０３ 女子リレー　連島南小　 県ランキング１位

近藤由貴選手，走高跳で倉敷ＪＣ 　　　（全国大会準決勝進出） 　　　　（池添，森，佐々木，斉藤） 　男子１０００ｍ杉本将士３分１０秒１０

初の全国優勝者となる。 女子走高跳 　　　　　　５６秒９７ 　女子走高跳　近藤由貴　１３４ｃｍ

ＯＧの尾高選手（連島南中）杉本選手（倉敷 　近藤　由貴　１２５ｃｍ
南中）全国都道府県女子駅伝代表に選ばれる

　　全国大会優勝１３３ｃｍ 他入賞者６名

参加人数

倉 敷 ジ ュ ニ ア 陸 上 ク ラ ブ の あ ゆ み
全国小学生
陸上競技交流大会

年　度 主なできごと 主 な 記 録



岡山県小学生陸上競技大会

（優勝者）
参加人数

全国小学生
陸上競技交流大会

年　度 主なできごと 主 な 記 録

1998 日韓親善陸上競技大会木浦大会 男子走幅跳 女子８００ｍ　２分３３秒５９ 県ランキング１位 約１７０名

（平成１０年） に指導者・選手派遣。渡辺顧問と 　近藤　翔太　　４５５ｃｍ 　平松　佑美（中洲）　 女子８００ｍ平松佑美２分３３秒５９

選手６名参加 男子リレー　　５２秒２２ 男子リレー　大高小　

１００ｍ男子　寺田浩人　岩崎　永 　小村，藤井，岩崎，寺田，濱田 　　　　（小村，中村）５２秒２７

１００ｍ女子宇多川　舞　８００ｍ平松佑美 　　　（全国大会準決勝進出）

走幅跳男子武内康明　女子須山　未紀子

全国小学生クロスカントリーリレー 　　尾形，近藤，黒木，三宅

大会に県代表として参加 　　平松，岡部，小野，山本 他入賞者１０名

ＯＧの杉本選手（倉敷南中）全国都道府県

女子駅伝代表に選ばれる

1999 女子１００ｍ 約１５０名

（平成１１年） ＯＧの筒井選手（倉敷工）全国高校混成 　木下　　愛　　１４秒３８ 入賞者６名
競技選手権で優勝

2000 渡辺謙治顧問，全国小学生指導者 男子１０００ｍ　３分１３秒０４ 県ランキング１位 約１２０名

（平成１２年） 表彰を受ける 　　小郷　和希（連島南小） 男子１０００ｍ小郷和希

今井章人コーチ，全国小学生指導 ３分１３秒０４

者研修参加 他入賞者６名

2001 春季小学生陸上大会（２０００年度のみ中止） 男子リレー　　５１秒８４ 女子１００ｍ 県ランキング１位 約１２０名

（平成１３年） を初の小中学校連携の大会として 　山田，高橋，山本，岡，谷川 　上森　美香（葦高）　１４秒０１ 女子１００ｍ上森美香１３秒９５

復活 　　　（全国大会準決勝進出） 男子１００ｍ 男子リレー５１秒８４

全国大会参加者の直前合宿を倉敷 女子リレー　　５４秒７５ 　岡　和幸（玉島南）　１２秒８７ 　（山田，高橋，山本，岡，谷川）

に招致 　朝隈，難波，高田，上森，長谷川 女子リレー　総社小（難波）５７秒４９ 女子リレー５４秒７５

冬季陸上競技教室に初めて県外から 　　全国大会５位入賞 男子リレー玉島南小 （朝隈，難波，高田，上森，長谷川）

指導者招へい（早稲田　渡辺　高博コーチ） 　　　　　（山田，岡）　５３秒８２

秋季小学生陸上大会始まる 他入賞者９名

2002 冬季陸上競技教室に県外から指導 女子走幅跳 女子走幅跳 県ランキング１位 約１２０名

（平成１４年） 者招へい（法政　苅部　俊二コーチ） 　小野　祐紀子　　４５４ｃｍ 　小野　祐紀子（中庄）　４５９ｃｍ 女子走幅跳　小野祐紀子４５９ｃｍ

ＯＢの福島選手（専修大）２年連続で ５年男子１００ｍ
箱根駅伝を走る　　

　大崎　雅人　１４秒９２

５年女子１００ｍ 他入賞者１０名

　高木　郁枝　１４秒４８

全国大会５位入賞１４秒１８

2003 冬季陸上競技教室に県外から指導 男子走幅跳 男子リレー　葦高小 岡山県学童記録・ 約１２０名

（平成１5年） 者招へい（井上　悟氏） 　大崎　雅人　　４５４ｃｍ 　　（羽原，諏訪）５４秒１１ 倉敷地区記録

女子リレー　　５３秒２１ 女子リレー５３秒２１
小野コーチ，女子走高跳で岡山県

　光木，石田，日笠，高木，岡本 （光木，石田，日笠，高木）
選手権獲得，年齢別日本記録樹立

　　県学童新 他入賞者６名 県ランキング１位

全国大会３位入賞 男子リレー５３秒１５

（貝野，大崎，羽原，藤澤）

2004 冬季陸上競技教室に県外から指 女子走幅跳 女子走幅跳 県ランキング１位 約１２０名

（平成１６年） 導者招へい（山崎　一彦氏） 　高取　茉央　　４０３ｃｍ 　高取　茉央　　４１４ｃｍ 　高取　茉央　　４１４ｃｍ

水谷正則顧問，全国小学生指導者 ６年女子１００ｍ　１４秒２６

表彰を受ける 　鍵谷　由奈
小野コーチ，女子走高跳で年齢別アジ 他入賞者６名
ア記録・日本記録樹立。同５種競技でも

年齢別日本記録樹立。

2005 冬季陸上競技教室に県外から指 約１２０名

（平成１7年） 導者招へい（高平　慎士氏） 入賞者１０名

2006 冬季陸上競技教室に県外から指 ５年男子１００ｍ ５年男子１００ｍ 県ランキング１位 約１２０名

（平成１８年） 導者招へい（伊東　浩司氏） 大高　智朗　１４秒３１　　　 大高　智朗　１３秒５６　　　 ５年男子１００ｍ

ＯＧの小野選手（就実３年）ﾊﾝﾏｰ投げ 大高　智朗　１３秒５６
で県記録樹立。

他入賞者１０名

ＯＧの小原選手（興譲館１年），全国高校
駅伝に出場し，２位入賞に貢献。



岡山県小学生陸上競技大会
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全国小学生
陸上競技交流大会
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2007 冬季陸上競技教室に県外から指 男子リレー　　５２秒０４ ６年男子１００ｍ 岡山県学童記録・ 約１３０名

（平成１９年） 導者招へい（松田　亮氏） 　多田，山本，倉本，大高，松本 大高　智朗　１１秒９８（追い風参考） 倉敷地区記録

樋口明文指導部長，全国小学生 　（全国大会６位入賞５１秒７８） 　６年男子１００ｍ

指導者表彰を受ける。 　　　　準決勝５１秒３４ 他入賞者１４名 　大高　智朗　１２秒２０

高上清敬コーチ，全国指導者研

修参加。 県ランキング１位

ＯＧの小原選手（興譲館２年），全国高校 　男子リレー５１秒３４
駅伝，都道府県対抗駅伝入賞に貢献。

　　多田，山本，倉本，大高

2008 冬季陸上競技教室に県外から指 ６年女子１００ｍ 男子６０ｍハードル 県ランキング１位 約１４０名

（平成２０年） 導者招へい（小島　茂之氏）　　 能勢　夏帆　１３秒９４ 多田　透悟　８秒９６ 男子６０ｍハードル

ふれあいマラソン大会に北京オリン 女子走幅跳　 多田　透悟　８秒９６

ピック５０ｋｍ競歩入賞・山崎勇喜 原田　宏香　４１２ｃｍ 他入賞者１０名

選手を招へい。

野上富久男コーチ，全国小学生

指導者研修参加。

ＯＧの小原選手（興譲館３年），全国高校

駅伝（１区区間賞），都道府県対抗駅伝

入賞に貢献。

2009 冬季陸上競技教室に県外から指 男子リレー　　５２秒４８ 男子１０００ｍ 県ランキング１位 約１４０名

（平成２１年） 導者招へい（河北　尚広氏）　　 堀井・吉田・金村・大熊・武鑓 小松　直生　３分０９秒６０ 男子１０００ｍ

ＯＧの小原選手（天満屋），全国都道府県 全国大会第１０位（５１秒８９） 小松　直生　３分０４秒８２

対抗女子駅伝岡山県チーム優勝に貢献。 他入賞者１０名

ＯＢの安部孝駿選手，４００Ｈでインターハ

イ・国体で優勝。ＯＢ藤沢桂一選手とともに

玉野光南高校の総合優勝に貢献。

2010 冬季陸上競技教室に県外から指 女子走幅跳 県ランキング１位 約１４０名

（平成２2年） 導者招へい（小島　初佳さん）　　 多田　茉央　　　４ｍ６４ｃｍ 男子１０００ｍ・学童新

ＯＧの小原怜選手（天満屋），全国実業団 男子１０００ｍ（２位・学童新） 小松　直生　２分５６秒４１

女子駅伝で天満屋チーム優勝に貢献。 小松　直生　２分５８秒２０

ＯＢの安部孝駿選手，４００Ｈで世界ジュニ 女子走幅跳

ア選手権銀メダル獲得（岡山県新記録） 他入賞者７名 多田　茉央　　　４ｍ６４ｃｍ

OBの倉本龍也選手、全国中学大会の走

幅跳で第３位入賞。

2011 冬季陸上競技教室に県外から指導者 ４・5年男子１００ｍ

（平成２３年） 招へい（安部孝駿選手…初のOB） 工藤　光平　　　13秒04 岡山県学童最高記録（非公認） 約１００名

ＯＧの小原怜選手（天満屋），都道府県 　倉敷地区記録

駅伝，全国実業団駅伝入賞に貢献。日 ４・５年男子ﾘﾚｰ５５秒２７

本選手権１５００ｍ３位入賞 他入賞者５名 　（高上　塩見　飯田　工藤）

ＯＢの安部孝駿選手，４００Ｈで世界選手権

出場。日本選手権３位入賞。 県ランキング１位

ＯＢの安部宏駿選手，円盤投げでｲﾝﾀｰ ５年男子１００ｍ

ﾊｲ優勝。 　工藤　光平　１３秒０４

中川正幸コーチ,藤澤慎也コーチが

全国小学生指導者研修に参加。

2012 冬季陸上競技教室に県外から指導者 男子リレー　　５２秒４８ 工藤　光平（２冠達成） 県ランキング１位 約１２０名
（平成２４年） 招へい（成迫健児選手） 　飯田・中田・塩見・工藤・高上 　６年男子１００ｍ　1１秒９４ 男子１００ｍ・学童新

全国大会第４位（５０秒６６） 　走幅跳　　　　　　５ｍ１２ 　工藤　光平　１１秒９４
ＯＢの安部孝駿選手，４００Ｈで日本選手 男子４×１００ｍリレー
権５位入賞 ６年男子１００ｍ１位 　飯田・中田・塩見・工藤

ＯＧの小野祐紀子選手、日本選手権で 　工藤　光平　１２秒２２ 他入賞者８名 　　５０秒３９（全国準決勝）

ハンマー投げ４位円盤投げ７位入賞 ５年男子１００ｍ１位タイ
　飯田　隼人　１３秒８０



岡山県小学生陸上競技大会
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年　度 主なできごと 主 な 記 録

2013 冬季陸上競技教室に県外から指導者 男子リレー　　５２秒６２ 上杉　直輝（２冠達成） 県ランキング１位 約１２０名
（平成２５年） 招へい（山口　有希選手） 　田村・石井・飯田・上杉・広井 　６年男子１００ｍ　1２秒８８ 男子４×１００ｍリレー

ＯＢの安部孝駿選手，４００Ｈで日本選手 全国大会第６位（５１秒５７） 　走高跳　　　　　　１４０ｃｍ 　田村・石井・飯田・上杉

権３位入賞　　モスクワ世界陸上代表 男子リレー 　　５１秒５７（全国決勝）

ＯＧの小野祐紀子選手、日本選手権で ６年男子１００ｍ１位 　　大高小（石井　飯田） ６年男子１００ｍ
円盤投げ５位入賞 　上杉　直輝　１２秒８９ 　上杉　直輝　１２秒６２
OGの早坂　知華選手、国体少年A走幅跳 女子走幅跳 女子走幅跳 男子走高跳
優勝。６ｍ１５の中国高校新、ｲﾝﾀｰﾊｲ６位入賞 　渡辺　紗千　４２５ｃｍ 　　渡辺　紗千　４４２ｃｍ 　上杉　直輝　１４０ｃｍ
OBの倉本龍也選手、国体少年A１００ｍ、ｲﾝﾀｰ 他入賞３名 女子走幅跳
ﾊｲ走幅跳８位入賞。 　渡辺　紗千　４７６ｃｍ
OBの工藤　光平選手、ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸの男子C

（中１）１００ｍで４位入賞。

2014 冬季陸上競技教室に県外から指導者 男子走高跳1位 入賞者6名8種目 県ランキング１位 約１３０名
（平成２６年） 招へい（小坂田　淳氏） 　谷田　秀斗 男子走高跳

ＯＧの小野祐紀子選手、日本選手権で 　　１４０ｃｍ 　谷田　秀斗
円盤投げ６位入賞 　　１４０ｃｍ
ＯＧの小原怜選手（天満屋），金光由樹選

手（倉敷第一中）都道府県駅伝出場。

2015 冬季陸上競技教室に県外から指導者 女子走幅跳1位 5年男子１００ｍ 県ランキング１位 約１２０名
（平成２７年） 招へい（高瀬　慧選手） 　谷田　心優　４ｍ３８ 　小柏　聖人　13秒８９ 5年男子１００ｍ

OGの小原怜選手（天満屋）日本選手権 女子６０ｍﾊｰﾄﾞﾙ 　小柏　聖人　13秒６６
１００００ｍ3位入賞。世界陸上参加。　　　 　兼高　心愛　　９秒８１ 女子６０ｍﾊｰﾄﾞﾙ
ＯＧの小原怜選手（天満屋），金光由樹選 女子走幅跳 　兼高　心愛　　９秒８１
手（倉敷第一中）都道府県駅伝出場。金光 　谷田　心優　　４ｍ５３ 女子走幅跳
選手は区間3位と健闘。またジュニアオリンピック 　谷田　心優　　４ｍ５３
３０００ｍでも2位入賞。３０００ｍ、１５００ｍで 　他入賞のべ7名
県中学記録樹立。　　　　　　　　　　　　　　　　　

OBの塩見健人選手（東陽中）全日本中学で

四種競技4位入賞。　　　　　　　　　　　　　

工藤光平選手（倉敷第一中）１００ｍ

２００ｍ両種目で岡山県中学ランキング1位。

2016 冬季陸上競技教室に県外から指導者 入賞者５名６種目 約１００名
（平成２8年） 招へい（藤光　謙司選手）

OGの小原怜選手（天満屋）名古屋ウィﾒﾝｽﾞ

ﾏﾗｿﾝで１秒差の２位。ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ代表を逃す。　　　

ＯＧの小原怜選手（天満屋），金光由樹選

手（操山高校）都道府県駅伝2位入賞に貢献。

OGの野口理帆選手（倉敷中央高校），ｲﾝﾀｰ

ﾊｲで4✕１００ｍﾘﾚｰ優勝，走幅跳3位入賞。

OGの小松直生選手，ｲﾝﾀｰﾊｰ１５００ｍ

で8位入賞。県総体で3分49秒34の岡山

県高校記録樹立。

2017 冬季陸上競技教室に県外から指導者 女子走高跳 県ランキング１位 約１２０名
（平成２9年） 招へい（ 永野　真莉子  選手） 　三宅　唯央里　１ｍ３５ 　三宅　唯央里１ｍ３５

ＯＢの安部孝駿選手，４００Ｈで日本選手 入賞者５名
権優勝（４８秒９４岡山県記録樹立）
ロンドン世界陸上代表・準決勝進出
ＯＧの金光由樹選手（操山高校）国体

少年女子１５００ｍで優勝
ＯＧの小原怜選手（天満屋），金光由樹選

手（操山高校）都道府県駅伝４位入賞に貢献。

2018 冬季陸上競技教室に県外から指導者 女子走幅跳1位 ５年男子１００ｍ 岡山県学童記録 約１００名
（平成30年） 招へい（ 金丸　祐三  選手）　　 　鈴木　亜虹　４ｍ３６ 　大西　立空　１３秒９９ 倉敷地区学童記録

ＯＢの安部孝駿選手，４００Ｈで日本ラン 女子１００ｍ 男子走幅跳 女子１００ｍ
キング１位（４８秒６８岡山県記録樹立） 　原田　美來　１３秒７０ 　小松原　千騎　５ｍ３４ 　原田　美來　１３秒０３
日本選手権２位，アジア大会３位 男子１００ｍ 女子１００ｍ 倉敷地区学童記録・県ランキング１位

ＯＧの金光由樹選手（操山高校）１５００ｍ 　小松原　千騎　１３秒２５ 　原田　美來　１３秒０３ 　女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸボール投げ

で日本選手権４位，インタハイ３位（日本人 入賞者６名 　近藤　優奈　４５ｍ００
１位）。ﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸｱｼﾞｱ予選優勝。 県ランキング１位
ＯＧの小原怜選手（天満屋）全国実業団 　女子走幅跳
駅伝２位入賞。大阪マラソン２位。 　鈴木　亜虹　４ｍ７４

倉敷地区学童記録
　４年女子リレー６１秒７０

　水流・佐藤・上村・枚田


