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トラック・フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表
陸協 御殿場市陸上競技協会 コード 競技会名　 第２回御殿場長距離記録会 コード 14210310 審判長 勝又富士作

主催団体 ＮＰＯ御殿場市体育協会・御殿場市陸上競技協会 競技場名 御殿場市陸上競技場 コード 212030 記録主任 長田　茂
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 10/05 小学生女子 決勝 1 眞野  優花 小6 御殿場小 5分20秒70 2 林  映里香 小4 富士陸上教室 6分08秒57 3 土屋こでまり 小5 高根小 6分30秒18 濱口  莉子 小6 チーム細江 欠場
1500m

田代なのは 小6 高根小 欠場 依田  来巳 小6 ＧＳＣ 欠場 菅谷  茉生 小6 富士陸上教室 欠場 菅田  もも 小6 函南RC 欠場

横道  亜未 小6 チーム細江 欠場 伊東  胡桃 小5 愛鷹陸上 欠場 田代  有花 小4 高根小 欠場 大沼  乃愛 小4 ＳＴ函南 欠場

宮原  兎希 小4 御殿場小 欠場 森    陽衣 小5 愛鷹陸上 欠場 青柳  伶奈 小6 高根小 欠場 朝日  咲羽 小6 函南RC 欠場

 10/05 小学生男子 決勝 1 田代  朋大 小6 北郷小 5分22秒40 2 望月  良真 小5 冨士陸上教室 5分22秒61 3 深澤  佑月 小5 冨士陸上教室 5分22秒84 4 田上  大珠 小6 冨士陸上教室 5分26秒93
1500m

5 服部  勇也 小5 御殿場小 5分34秒24 6 望月  琉生 小4 冨士陸上教室 5分47秒52 7 秋山  麗砂 小5 冨士陸上教室 5分48秒50 8 興津  諒汰 小5 冨士陸上教室 5分59秒87

9 矢野  涼一 小5 ＧＳＣ 6分02秒06 10 関口  航志 小5 ＧＳＣ 6分11秒15 毛利  匠吾 小6 明倫小 欠場 坂元  航星 小6 御殿場小 欠場

望月健之介 小6 冨士陸上教室 欠場 石井  巧馬 小6 ＳＴ函南 欠場 根本  泰晟 小6 玉穂小 欠場 関    飛翔 小6 ＧＳＣ 欠場

大沼  雄貴 小6 ＳＴ函南 欠場 米山  拓真 小5 冨士陸上教室 欠場 野田  大空 小5 函南RC 欠場 吉田  琉弥 小4 冨士陸上教室 欠場

伊藤  遥大 小5 須走小 欠場 田代  侑生 小4 高根小 欠場 荻田  悠吏 小4 ＧＳＣ 欠場

 10/05 女子 決勝 1 平野  文珠 高2 松崎高 5分14秒14 2 佐藤    愛 中1 湖西岡崎中 5分22秒05 3 林    愛花 中1 冨士鷹岡中 5分34秒40 北詰  菜月 中1 冨士鷹岡中 欠場
1500m

 10/05 男子 決勝 1 吉田    光 中2 富士川第二中 4分40秒14 2 荻野虎太郎 中1 湖西岡崎中 4分55秒35 3 岩下琉之祐 中1 吉原東中 4分55秒85 4 三井  省吾 中1 冨士須津中 4分56秒21
1500m

 10/05 女子 決勝 1 鴨志田海来 中3 清水ミズノＳＣ 11分27秒24 2 森    結南 中1 冨士須津中 11分55秒99 3 正木  瑠香 高2 稲取高 12分22秒76 谷津倉愛梨 中1 富士川第一中 欠場
3000m

 10/05 男子 決勝 1 土屋武憂亜 高1 松崎高 9分30秒50 2 渡邊  晶紀 中3 大渕中 9分32秒85 3 関    翔太 高2 松崎高 9分52秒62 4 鈴木  翔瑛 中2 冨士岩松中 9分54秒21
3000m

5 中嶋  優太 中2 湖西岡崎中 9分59秒10 6 土屋  亮太 高1 松崎高 10分20秒70 7 秋山  聖那 中1 吉原第三中 11分25秒47 藤村  泰斗 中3 浜松学芸中 欠場

井口    隼 高1 浜松学芸高 欠場 川口  一喜 38 ＡＶＲＣ静岡 欠場

 10/05 男子 決勝 1 山下  伸一 御殿場滝ヶ原 14分56秒97 2 田中  泰斗 高2 松崎高 16分28秒26 3 高田  裕規 御殿場滝ヶ原 16分28秒34 4 土屋  瑚拍 高2 松崎高 16分35秒36

5000m
5 須田  龍司 高1 松崎高 16分39秒88 6 太田    純 高2 稲取高 16分40秒39 7 市川竜太郎 御殿場滝ヶ原 16分54秒93 8 澤浦  雄大 御殿場滝ヶ原 17分14秒00

9 関    弘平 高2 稲取高 17分16秒45 10 齋藤  弘貴 高1 稲取高 17分45秒45 11 日吉  唐哉 高3 稲取高 17分46秒67 12 長谷川壮真 高1 稲取高 18分52秒48

中村  直樹 41 御殿場RC 欠場 大原  健斗 21 静岡陸協 欠場 上岩  真史 29 静岡陸協 欠場 中村    覚 御殿場滝ヶ原 欠場

桜井    史 44 御殿場RC 欠場 佐藤  恭太 26 御殿場RC 欠場


