
No.1

陸協 静岡 コード 21 競技会名 コード 18210708 審判長

主催団体 競技場名 コード 212030 記録主任

 09/16 男子 決勝 1 西野将太朗 高3 知徳高 1m60 小野田拓真 高1 御殿場西高 欠場
走高跳

 09/16 中学生男子 決勝 坂本  蓮音 1 清水町立南中 記録なし
走高跳

 09/16 女子 決勝 1 渡邉  彩花 高2 御殿場南高 1m30 2 萩原  涼加 高2 加藤学園暁秀高 1m30 3 岩田  優杏 高1 御殿場南高 1m10
走高跳

 09/16 中学生女子 決勝 1 森    夢子 3 浜松日体中 1m30
走高跳

 09/16 男子 決勝 1 牧野  匠吾 高3 知徳高 7m20(+0.9m) 2 坂本  萌希 高2 三島北高 6m08 3 桜井  佳佑 高2 伊東高 6m02 4 内海  和彦 32 静岡陸協 5m66
走幅跳 大会新 +1.4m +1.8m +0.2m

5 二ノ宮  琉 高1 御殿場西高 5m57 6 雪竹  陽歩 高1 御殿場西高 5m34 7 横山  陽大 高1 御殿場高 5m14 8 望月  祐輔 高1 御殿場高 5m02
+1.1m +0.5m +1.2m +1.4m

9 渡辺  晴也 高2 御殿場西高 4m94 10 髙村  崇暁 高2 御殿場高 4m81 四之宮冬聖 高1 伊東高 欠場
+0.6m +1.1m

 09/16 中学生男子 決勝 1 三村  仁夢 2 御殿場中 5m41(+3.1m) 2 勝又  夢斗 2 御殿場中 5m03 3 薄木  雄大 1 御殿場南中 3m72 4 勝又  継心 1 御殿場中 3m47
走幅跳 公5m09(+1.8m) +1.3m +1.9m +1.1m

望月  良真 3 富士常葉JC 欠場

 09/16 小学生男子 決勝 1 中野    完 6 函南RC 4m32 2 芹澤  純至 5 GSC 3m60 3 石川聡一朗 5 GSC 3m50 4 芹澤  恭至 5 GSC 3m46
走幅跳 +0.3m 0.0m +1.1m +0.5m

德村  俊輔 4 富士岡小 欠場

 09/16 女子 決勝 1 黒須  梨江 高1 伊東高 4m95(+2.1m) 2 高橋  美雪 高2 御殿場南高 4m51 3 勝又  美香 高2 御殿場西高 4m45 4 内海  瑞希 高1 御殿場南高 4m44
走幅跳 公3m79(+0.2m) +1.9m +1.6m +1.0m

5 千葉  可夏 高2 御殿場南高 4m12 6 前田奈都紀 高2 御殿場南高 3m89(+2.1m) 7 岩田  優杏 高1 御殿場南高 3m70
+1.7m 公3m79(+1.7m) +1.0m

 09/16 中学生女子 決勝 1 住田  知優 2 伊東市立南中 4m90(+1.1m) 2 長田  彩夏 1 伊東市立南中 4m25 3 大島実羽音 2 原里中 3m72 4 関根  優衣 2 御殿場中 3m69
走幅跳 大会新 +1.2m +0.9m +1.8m

 09/16 小学生女子 決勝 1 塚原  千佳 4 町立明倫小 3m29 保田  沙紀 4 ST函南 欠場 原    愛奈 4 下田敷根JC 欠場
走幅跳 +0.5m

 09/16 男子 決勝 1 小木  康輝 21 TEAM300 12m82 2 髙村  崇暁 高2 御殿場高 11m81 3 横山  陽大 高1 御殿場高 11m56 4 廣田  智哉 高2 伊東高 11m55
三段跳 +0.9m +1.0m +0.2m +0.7m

雪竹  陽歩 高1 御殿場西高 欠場 四之宮冬聖 高1 伊東高 欠場 髙橋  叶大 高1 伊東高 欠場

 09/16 一般男子 決勝 1 荻野  裕太 26 静岡陸協 10m05 山田  隆介 大2 日大国際関係学部 欠場
砲丸投[7.260kg]

 09/16 高校男子 決勝 1 勝間田大輝 高2 御殿場西高 6m82 2 中尾  幸輝 高1 御殿場西高 6m70
砲丸投[6.0kg]

 09/16 中学生男子 決勝 1 古川    碧 2 御殿場中 7m70 吉村  卓弥 1 御殿場中 欠場
砲丸投[5.0kg]

 09/16 女子 決勝 1 芦川  果音 高2 御殿場南高 7m84 2 加藤  瑠菜 高1 御殿場南高 6m99 飯塚  理子 大1 日大国際関係学部 記録なし
砲丸投[4.0kg]

 09/16 小学生男子 決勝 1 小林  陽翔 6 GSC 48m98 2 牧野  兼心 4 御殿場小 42m69 3 深川  歩夢 6 富士陸上教室 42m65 4 中本  大賀 4 御殿場小 34m45
ボール投[1号球] 大会新

5 赤井  愛輝 6 朝日小 32m44 6 大平    慧 4 印野小 31m17 7 齋藤  大翔 4 町立須走小 20m66 8 大石  佳大 4 原里小 20m18

小野  温大 4 町立北郷小 欠場 山口創太郎 4 GSC 欠場 鈴木  康允 5 函南RC 欠場

フィールド種目・決勝・記録表

第64回御殿場選手権 菅沼　博明　

御殿場市陸上競技協会 御殿場陸上競技場 長田　　茂

日付 種目
レース
区分

組 風速
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 競技者名 所属 記録記録
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位

競技者名 所属 記録
順
位



No.2

陸協 静岡 コード 21 競技会名 コード 18210708 審判長

主催団体 競技場名 コード 212030 記録主任

フィールド種目・決勝・記録表

第64回御殿場選手権 菅沼　博明　

御殿場市陸上競技協会 御殿場陸上競技場 長田　　茂

日付 種目
レース
区分

組 風速
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 競技者名 所属 記録記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

 09/16 小学生女子 決勝 1 荒井  美優 4 町立須走小 27m76 2 ﾓｱ  琉海杏 5 須走小 22m78 3 稲    遥菜 4 原里小 17m62 4 山原  好花 4 御殿場小 17m21
ボール投[1号球]

5 滝口  颯那 5 GSC 14m49 志津  優海 5 下田敷根JC 欠場 望月  和海 6 富士陸上教室 欠場 望月  晴菜 5 富士陸上教室 欠場


