
御殿場陸上競技選手権大会　大会記録 平成30年4月１日現在

種目 記録 大会 氏名 所属 種目 記録 大会 氏名 所属

100m 11秒91 第60回 伊倉慶斗 御殿場中 100m 13秒13 第56回 馬場有加 御殿場中

200m 23秒75 第59回 柏木龍太 愛鷹中 200m 27秒3 第55回 佐川真由 裾野富岡中

400m 52秒66 第59回 柏木龍太 愛鷹中 400m 1分03秒9 第58回 宍戸葉由 富士常葉JC

800m 2分12秒4 第59回 小林篤矢 沼津金岡中 800m 2分24秒9 第59回 森野純夏 清水町立清水中

1500m 4分33秒8 第58回 小松卓未 函南中 1500m 4分50秒6 第59回 森野純夏 清水町立清水中

3000m 9分13秒2 第60回 渡辺大地 暁秀中 3000m 10分05秒6 第58回 澤入想 御殿場富士岡中

4×100ｍ 47秒91 第55回 中村・岡本・芹澤・井上 御殿場中 4×100 52秒56 第57回 山本・半田・小宮山・甲斐 御殿場中A

走高跳 1m80 第62回 鈴木智也 御殿場南中 走高跳 1m40 第56回 内川華月 裾野西中

走幅跳 6m05 第60回 稲葉章将 御殿場中 走幅跳 4m72 第59回 永原由梨奈 御殿場中

砲丸投 10m19 第59回 小林健 清水町立南中 砲丸投 8m96 第56回 船水朱音 裾野富岡中

種目 記録 大会 氏名 所属 種目 記録 大会 氏名 所属

100m 11秒26 第61回 櫛田大輔 イサシTC 100m 13秒52 第57回 竹内咲希 御殿場南高

200m 22秒66 第61回 櫛田大輔 イサシTC 200m 28秒19 第56回 田代真実 小山高

400m 50秒93 第59回 渥美克明 浜松学芸高 400m 1分05秒2 第61回 茶本結海 伊東高

800m 1分56秒2 第56回 高天祐紀 三島走友会 800m 2分23秒7 第61回 相田彩菜 白寿生科学

1500m 4分04秒3 第57回 荒木宏太 御殿場滝ケ原自衛隊 1500m 5分15秒4 第61回 岩田奈々 御殿場高

5000m 15分06秒1 第62回 塩谷潤一 御殿場滝ケ原自衛隊 3000m 11分21秒5 第57回 小林美里 小山体協

3000mSC 10分04秒6 第59回 村田瑞木 静岡陸協 4×100ｍ 54秒69 第55回 近江・河合・佐藤・宮腰 小山高

4×100ｍ 45秒02 第59回 渡邉・石川・勝又・齋藤 御殿場南高 三段跳 9m52 第58回 八木沙織 LOVERS.TC

三段跳 14m57 第61回 杉山拓弥 静岡陸協 走高跳 1m45 第61回 鈴木友梨 御殿場南高

走高跳 2m00 第61回 福良翔 ｸﾞﾗｯﾁｪ静岡AC 走幅跳 5m06 第61回 藤井舞 伊東高

走幅跳 7m18 第57回 堂地鉄平 日本体育大学 砲丸投 9m43 第58回 八木沙織 LOVERS.TC

砲丸投 12m64 第57回 高橋修 山梨吉田中勤務

種目 記録 大会 氏名 所属 種目 記録 大会 氏名 所属

100m 13秒21 第58回 笠井辰之助 開北陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 100m 13秒86 第57回 園宮璃子 函南RC

200m 28秒31 第56回 野田椋雅 神山小 200m 29秒53 第57回 園宮璃子 函南RC

800m 2分20秒5 第60回 望月健之介 富士陸上教室 800m 2分30秒8 第62回 藤田菜々子 チーム細江

1500m 4分48秒8 第59回 柘植航太 チーム細江 1500m 5分03秒6 第59回 藤田菜々子 チーム細江

4×100ｍ 56秒50 第58回 大澤・三須・齋藤・笠井 開北陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 4×100ｍ 56秒03 第58回 村山・村山・田中・佐野 下田敷根JC

走高跳 1m28 第55回 安部紘貴 神山小 走高跳 1m30 第58回 田中咲良 下田敷根JC

走幅跳 4m60 第60回 鈴木舜弥 ST函南 走幅跳 4m06 第56回 桑原由梨奈 原里小

ﾎﾞｰﾙ投(1号球) 43m65 第62回 志々田隆成 須走小 ﾎﾞｰﾙ投(1号球) 32m24 第62回 絹川はな 御殿場南小

中学生男子 中学生女子

男子 女子

小学生男子 小学生女子

■第55回大会（御殿場陸上競技場2種公認取扱）以降の記録に基づいてます。
■風力を考慮し、参考記録は大会記録としておりません。


