
No.1

陸協 御殿場市陸上競技協会 コード 21 競技会名 コード 17211701 審判長

主催団体 競技場名 コード 212030 記録主任

 06/25 男子 決勝 長田  諒太 2 御殿場南高 5m29(+2.9m) 勝永  優湾 2 御殿場西高 5m06 正木  孝弥 2 御殿場高 5m04 佐藤  航樹 2 御殿場高 5m03
走幅跳 公5m22(+1.7m) +1.2m +1.5m +1.3m

松葉  隆太 2 御殿場南高 4m64 渡辺  晴也 1 御殿場西高 3m99(+2.5m)

+0.8m 公3m52(+1.6m)

 06/25 中学男子 決勝 奥秋  里哉 3 LOVERS SPORTS 5m61 内田  幸志 2 御殿場中 5m34 安永    優 2 富士岡中 5m24 土屋  響希 2 御殿場中 4m47
走幅跳 +0.7m +1.1m +2.1m 公なし +1.4m

 06/25 小学男子 決勝 高橋  空夢 6 千代田AC 4m13 成川  倭士 5 千代田AC 3m86 鍵山  昂志 5 千代田AC 3m85 藤原  義人 5 千代田AC 3m72
走幅跳 -0.7m -0.2m -1.1m -1.9m

藤岡  凌久 5 千代田AC 3m65 川原  陽貴 4 千代田AC 3m62 松澤  友宏 6 千代田AC 3m55 海野  颯人 4 千代田AC 3m54
-0.8m -1.4m -0.8m -0.3m

高堰  皐史 5 玉穂小 3m54 瀬戸  昴大 6 高根小 3m31 松澤  公佑 4 千代田AC 3m29 石川聡一朗 4 GSC 3m07
-0.5m -0.6m -0.4m -1.1m

芹澤  恭至 4 GSC 2m95(-2.7m) 前田航之介 4 玉穂小 2m91(-2.3m) 芹澤  純至 4 GSC 2m88 太田    嵐 3 御殿場小 2m85
公2m90(+0.7m) 公2m81(+1.2m) -1.6m -1.3m

寺岡    駿 5 御殿場南小 2m79 小林  優斗 3 御殿場東小 2m78(-2.1m) 尾辻  海星 3 玉穂小 2m73 勝間田健吾 4 原里小 2m69
-1.4m 公2m66(+0.8m) 0.0m -1.8m

芹澤  大心 3 御殿場小 2m61 土屋  智暉 4 原里小 2m46 樋口祐瑞希 3 御殿場小 2m32 前田竜之介 4 玉穂小 2m26
-1.2m -1.2m -0.7m -1.7m

長田    樹 5 御殿場小 2m25 定本  優汰 4 玉穂小 欠場 野村  月兎 5 チーム神戸 欠場 田嶋稿太郎 6 御殿場南小 欠場
-1.2m

 06/25 女子 決勝 岩井悠里亜 2 御殿場南高 3m85 高橋  茉凛 2 御殿場西高 3m70 芦川  果音 1 御殿場南高 3m57 芹澤  藍水 1 御殿場南高 3m54
走幅跳 +1.3m +0.4m 0.0m +1.9m

千葉  可夏 1 御殿場南高 3m36 前田奈都紀 1 御殿場南高 3m25 海江田朱里 2 御殿場南高 欠場
0.0m +1.1m

 06/25 中学女子 決勝 内海  瑞希 3 御殿場中 4m44 藤田愛以花 1 千代田AC 4m37 大平  百華 1 富士岡中 3m81 粂田ひより 1 掛川北中 3m78
走幅跳 +0.3m -0.8m +0.5m +1.1m

 06/25 小学女子 決勝 松下  小夏 5 千代田AC 3m70 小河  枝実 6 千代田AC 3m68 坂下  茉優 4 千代田AC 3m48 臼井  結椛 5 下田敷根JC 3m44
走幅跳 -0.3m -1.0m 0.0m -0.1m

大石  咲希 6 千代田AC 3m43 伊東未来音 6 千代田AC 3m42 石塚  聖奈 5 御殿場小 3m20 塚本  万葉 6 千代田AC 3m00
+0.5m 0.0m 0.0m +0.3m

宇田川佳鈴 4 神山小 2m75 粂田かりん 4 掛川陸上 2m73 藤岡  怜那 3 千代田AC 2m72 村上  咲喜 5 チーム神戸 2m67
+0.2m +0.9m -0.3m +0.2m

花村  日向 4 千代田AC 2m62 山﨑  希穂 5 千代田AC 2m56 浪岡貴来里 4 印野小 2m26 工藤  小町 3 御殿場小 2m24
0.0m -0.5m 0.0m +0.1m

前原ひなた 3 御殿場東小 2m19 清水    詩 4 御殿場小 2m07 杉山  未来 3 成美小 欠場 山田  朱莉 5 下田敷根JC 欠場
0.0m 0.0m
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