
No.1

陸協 静岡 コード 21 競技会名　 コード 15210002 審判長

主催団体 競技場名 コード 211030 記録主任

 05/03 男子 1 高瀬    慧 富士通 20秒67(+0.2m) 2 ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ・ﾊｷｰﾑ 城西大附城西高 20秒73(-0.1m) 3 橋元  晃志 早稲田大 20秒91(-0.5m) 4 飯塚  翔太 ミズノ 20秒95(+0.2m)

200m[ﾉﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ] 千葉 0.176 東京 0.178 鹿児島 0.186 静岡 0.166
5 田村  朋也 住友電工 21秒13(-0.5m) 6 小林  将一 東洋大 21秒23(-0.1m) 7 高平  慎士 富士通 21秒26(+0.2m) 8 村田  和哉 ユティック 21秒27(-0.1m)

兵庫 0.177 埼玉 0.143 千葉 0.182 福井 0.177
 05/03 男子 1 廣瀬  英行 富士通 46秒66 2 山﨑  謙吾 モンテローザ 46秒72 3 渡邉  和也 ミズノ 46秒78 4 田村  朋也 住友電工 46秒83

400m[ﾉﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ] 神奈川 0.159 東京 0.165 宮城 0.169 兵庫 0.163
5 小池  祐貴 慶應義塾大 46秒87 6 堀井  浩介 城西大 46秒98 7 木村  賢太 早稲田大 47秒15 8 横山  直広 中央大 47秒44

北海道 0.178 埼玉 0.166 大分 0.179 静岡 0.159
 05/03 男子 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 川元    奨 ｽｽﾞｷ浜松AC 1分48秒22 2 田中  匠瑛 盛岡市役所 1分49秒28 3 横田  真人 富士通 1分49秒33 4 櫻井  大介 京都大 1分50秒37

800m 静岡 岩手 東京 京都
5 中村  康宏 エボーリュ 1分50秒54 6 前田  恋弥 明治大 1分50秒95 7 福永  拓哉 日本大 1分52秒57 8 三武    潤 日本大 1分52秒70

東京 千葉 京都 東京
 05/03 男子 決勝 -0.8m 1 増野  元太 国際武道大 13秒80 2 古谷  拓夢 早稲田大 13秒93 3 佐藤  大志 日立化成 13秒97 4 札場  大輝 国際武道大 13秒99

110mH[1.067m/9.14m] 北海道 神奈川 東京 大阪
5 能登谷雄太 ニューモード 14秒05 6 大室  秀樹 大塚製薬 14秒09 7 西澤  真徳 鳥取陸協 14秒13 8 桐山  範大 関西電力 14秒15

東京 徳島 鳥取 大阪
 05/03 男子 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 MahauSUGUIMATI ＢＲＡ 49秒65 2 Rasmus MAGI ＥＳＴ 49秒76 3 松下  祐樹 ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 49秒78 4 小西  勇太 住友電工 49秒98

400mH[0.914m] ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 0.173 ｴｽﾄﾆｱ 0.167 神奈川 0.164 兵庫 0.189
5 中村  明彦 ｽｽﾞｷ浜松AC 50秒50 6 Cameron FRENCH ＮＺＬ 50秒63 7 宮尾幸太郎 Ise A. Lab. 51秒32 8 吉田  和晃 大阪ガス 51秒32

静岡 0.163 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 0.188 東京 0.217 大阪 0.167
 05/03 男子 決勝 1 衛藤    昂 ＡＧＦ 2m28 2 高張  広海 日立ICT 2m25 3 Brandon STARC ＡＵＳ 2m20 4 平松  祐司 筑波大 2m20

走高跳 三重 神奈川 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 京都
5 松本  修一 福岡大 2m15 6 大田  和宏 金沢星稜大 2m10 6 尾又  平朗 ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 2m10 8 佐藤    凌 東海大 2m10

長崎 石川 千葉 大阪
 05/03 男子 決勝 1 荻田  大樹 ミズノ 5m65 2 山本  聖途 トヨタ自動車 5m50 2 Minsub JIN ＫＯＲ 5m50 4 K FILIPPIDIS ＧＲＥ 5m40

棒高跳 香川 愛知 韓国 ｷﾞﾘｼｬ
5 Duhyeon HAN ＫＯＲ 5m40 6 松澤ｼﾞｱﾝ成治 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC 5m30 7 田中    僚 和歌山県教育庁 5m30 8 澤野  大地 富士通 5m30

韓国 新潟 和歌山 千葉
 05/03 女子 +0.7m 1 Melissa BREEN ＡＵＳ 23秒67 2 藤沢沙也加 セレスポ 23秒99 3 和田  麻希 ミズノ 24秒39 4 世古    和 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ 24秒67

200m[ﾉﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ] ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 0.165 東京 0.183 京都 0.162 茨城 0.162
5 佐藤日奈子 大東文化大 24秒69

山形 0.161
 05/03 女子 1 佐藤日奈子 大東文化大 54秒70 2 木本  彩葉 立命館大 54秒84 3 樫山    楓 至学館大 55秒79 4 武石この実 東邦銀行 56秒08

400m[ﾉﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ] 山形 0.169 大阪 0.183 愛知 0.181 福島 0.165
5 名倉  彩夏 中京大 56秒09 6 矢野  美幸 長谷川体育施設 56秒16 7 田中  千智 九電工 56秒21 8 小田垣亜樹 立命館大 56秒35

静岡 0.152 東京 0.208 福岡 0.198 兵庫 0.181
 05/03 女子 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 石塚  晴子 東大阪大敬愛高 2分06秒98 2 大森  郁香 東京陸協 2分07秒53 3 髙松 望ﾑｾﾝﾋﾞ 薫英女学院高 2分08秒14 4 大宅    楓 日本体育大 2分08秒58

800m 大阪 東京 大阪 大阪
5 福田  翔子 松江北高 2分08秒70 6 山田  はな 東京学芸大 2分08秒78 7 上田  未奈 城西大 2分09秒06 8 平野  綾子 筑波大 2分09秒12

島根 新潟 千葉 神奈川
 05/03 女子 決勝 +0.2m 1 木村  文子 エディオン 13秒27 2 紫村  仁美 佐賀陸協 13秒32 3 Hyelim JUNG ＫＯＲ 13秒37 4 ヘンプヒル恵 中央大 13秒50

100mH[0.840m/8.5m] 広島 佐賀 韓国 京都
5 伊藤  愛里 住友電工 13秒52 6 青木  益未 環太平洋大 13秒65 7 藤原  未来 武庫川女子大 13秒68 Kristi CASTLIN ＵＳＡ DNS

兵庫 岡山 岡山 ｱﾒﾘｶ
 05/03 女子 ﾀｲﾑﾚｰｽ 1 Lauren WELLS ＡＵＳ 56秒76 2 伊藤  明子 筑波大 58秒52 3 石塚  晴子 東大阪大敬愛高 58秒87 4 田子    雅 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂAC 58秒92

400mH[0.762m] ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 0.209 東京 0.162 大阪 0.203 東京 0.263
5 西田  文香 神戸大 59秒31 6 王子田  萌 立命館大 59秒32 7 西野  愛梨 東京学芸大 59秒47 8 出水    楓 京都文教高 1分00秒10

兵庫 0.183 大阪 0.212 東京 0.193 京都 0.214

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第３１回静岡国際陸上競技大会 森戸定尾､荒川功､稲葉勝巳､谷澤文男
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 05/03 女子 決勝 1 津田 ｼｪﾘｱｲ 東大阪大 1m81 2 相馬  由佳 愛知教育大 1m81 3 福本    幸 甲南学園ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 1m78 4 寺谷  諭美 筑波大 1m75
走高跳 大阪 新潟 兵庫 鳥取

5 井上  七海 オークワ 1m75 6 渡邉  有希 ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 1m75 7 前田  愛純 神戸市高体連ｸﾗﾌﾞ 1m75 8 松井  紗希 筑波大 1m70
和歌山 大阪 兵庫 愛知

8 石井ゆりこ 至学館大 1m70 8 京谷  萌子 北海道ﾊｲﾃｸAC 1m70
茨城 北海道

 05/03 男子障害者 決勝 -0.9m 1 多川  友希 AC KITA 11秒48 2 芦田    創 早稲田大同好会 12秒12 3 佐藤  圭太 中京大ｸﾗﾌﾞ 12秒16 4 鈴木    徹 ﾌﾟｰﾏｼﾞｬﾊﾟﾝ 12秒46
100m 神奈川 神奈川 愛知 山梨

5 春田    純 ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽ 12秒59 6 池田  樹生 中京大 12秒62 7 山本    篤 ｽｽﾞｷ浜松AC 12秒99
静岡 愛知 静岡


