
男子 １００ｍ 予選(2組3着+2) <09/21>

【1組】(-2.0ｍ)
1 11.72 内田 昴 大1 東海大学静岡
2 11.96 梅原 由輝 静岡陸協
3 12.8 平野 春樹 高1 浜松学芸高
4 13.1 山本 奈生 高1 御殿場高

欠場 山本 研二 大1 静岡陸協

【2組】(-2.5ｍ)
1 11.96 三上 達也 大3 東海大学静岡
2 12.53 鈴木 崚真 高1 浜松学芸高
3 12.88 勝間田翔麻 高1 小山高校
4 13.06 加藤 雅崇 23 静岡陸協

欠場 杉山 貴浩 32 静岡陸協
欠場 菅沼 隼人 高2 小山高校

決勝 <09/21>
(-3.3ｍ)

1 11.79 内田 昴 大1 東海大学静岡
2 11.83 三上 達也 大3 東海大学静岡
3 12.16 梅原 由輝 静岡陸協
4 12.75 鈴木 崚真 高1 浜松学芸高
5 12.76 勝間田翔麻 高1 小山高校
6 12.86 平野 春樹 高1 浜松学芸高
7 12.96 山本 奈生 高1 御殿場高

欠場 加藤 雅崇 23 静岡陸協

男子 ２００ｍ 決勝 <09/21>
(-0.3ｍ)

1 23.95 三上 達也 大3 東海大学静岡
2 24.63 加藤 雅崇 23 静岡陸協
3 24.77 岩田 敬太 19 静岡陸協
4 25.61 鈴木 崚真 高1 浜松学芸高
5 26.32 平野 春樹 高1 浜松学芸高

欠場 加藤 一勇 26 静岡陸協

男子 ４００ｍ 決勝 <09/21>
1 54.14 横田 明夫 高2 裾野高校
2 57.54 高橋 雅之 48 沼津市役所
3 58.94 村田 瑞木 26 静岡陸協
4 01:06. 西川 侑作 高1 浜松学芸高

欠場 山本 研二 大1 静岡陸協
欠場 加藤 一勇 26 静岡陸協

男子 ８００ｍ 決勝 <09/21>
1 02:07. 鈴木 伊織 大3 東海大学静岡
2 02:09. 岩井 大芽 高2 小山高校
3 02:11. 釘宮 優太 高1 小山高校
4 02:34. 西川 侑作 高1 浜松学芸高

男子 １５００ｍ 決勝 <09/21>
1 04:21. 鈴木 伊織 大3 東海大学静岡
2 04:23. 佐藤 恭太 25 御殿場RC
3 04:26. 川口 峻史 大3 東海大学静岡
4 04:27. 溝上 一大 24 トヨタ東富士
5 04:32. 濱嶋 祐樹 31 トヨタ東富士
6 04:37. 近藤 佑亮 大1 静岡陸協



7 04:42. 土屋 優介 高2 小山高校
8 04:43. 井口 隼 高1 浜松学芸高

欠場 大森 郁夫 三島走友会

男子 ５０００ｍ 決勝 <09/21>
1 15:35. 平田 繁聡 御殿場滝ヶ原自衛隊
2 15:38. 石上 真吾 見次クラブ
3 16:01. 森田 将也 28 ならスポＲＣ
4 16:12. 桜井 史 43 御殿場市体育協会
5 16:27. 南 健志 32 御殿場RC
6 16:36. 柳澤 隼人 御殿場滝ヶ原自衛隊
7 16:42. 上岩 真史 29 静岡陸協
8 17:08. 川口 峻史 大3 東海大学静岡
9 17:09. 中村 直樹 41 御殿場RC
10 17:28. 吉田 孝廣 三島走友会
11 18:35. 佐藤 恭太 25 御殿場RC

欠場 高田 裕規 御殿場滝ヶ原自衛隊
欠場 井口 隼 高1 浜松学芸高
欠場 中村 覚 御殿場滝ヶ原自衛隊

男子 オープン５０００ｍ 決勝 <09/21>
1 16:46. 舘下 賢二 41 小山町体育協会
2 17:26. 鎌田 昭宏 50 小山町体育協会
3 18:08. 斉藤 健児 49 小田原NR

欠場 滝口 洋介 27 小山町体育協会
欠場 菊嶋 啓 32 小山町体育協会
欠場 伊藤 馨 40 小山町体育協会
欠場 大利 昌紀 41 小山町体育協会

男子 ３０００ｍＳＣ 決勝 <09/21>
1 11:22. 村田 瑞木 26 静岡陸協

中学生男子 １００ｍ 予選(3組2着+2) <09/21>
【1組】(-0.8ｍ)

1 12.31 三浦 立也 中2 長泉北中
2 12.65 菅沼 神威 中2 御殿場原里
3 13.32 坂本 萌希 中1 御殿場南中
4 14.54 伊藤 雅哲 中1 長泉北中
5 14.96 赤座 聖弥 中2 御殿場中
6 15.46 土屋 柳弥 中1 下田敷根ＪＣ

欠場 三村 斗夢 中1 御殿場中

【2組】(-1.0ｍ)
1 12.44 鈴木 智也 中1 御殿場南中
2 13.01 福嶋 一輝 中1 御殿場原里
3 13.27 太田 塁 中1 御殿場中
4 13.58 植松 惇 中1 長泉北中
5 14.22 金光 優孝 中1 御殿場原里
6 15.88 武藤 輝己 中2 御殿場中

【3組】(-1.7ｍ)
1 12.04 伊倉 慶斗 中3 御殿場中
2 12.16 稲葉 章将 中3 御殿場中
3 12.59 村上 友哉 中2 御殿場中
4 13.2 豊田 竜成 中2 御殿場原里
5 14.13 古野 光希 中1 御殿場原里
6 14.69 勝間田幸征 中1 御殿場原里



決勝 <09/21>
(-1.0ｍ)

1 11.91 伊倉 慶斗 中3 御殿場中
2 12.01 稲葉 章将 中3 御殿場中
3 12.13 三浦 立也 中2 長泉北中
4 12.44 鈴木 智也 中1 御殿場南中
5 12.45 菅沼 神威 中2 御殿場原里
6 12.57 村上 友哉 中2 御殿場中
7 12.88 福嶋 一輝 中1 御殿場原里
8 13.11 豊田 竜成 中2 御殿場原里

中学生男子 ２００ｍ 決勝 <09/21>
(-2.1ｍ)

1 24.85 伊倉 慶斗 中3 御殿場中
2 25.01 鈴木 智也 中1 御殿場南中
3 25.1 三浦 立也 中2 長泉北中
4 26.16 菅沼 神威 中2 御殿場原里
5 26.26 村上 友哉 中2 御殿場中
6 26.41 向井 隆鎮 中2 御殿場中
7 26.55 福嶋 一輝 中1 御殿場原里

中学生男子 ４００ｍ 決勝 <09/21>
1 01:00. 豊田 竜成 中2 御殿場原里

中学生男子 ８００ｍ 決勝 <09/21>

1 02:20. 漆畑 徳輝 中1 富士岳陽中
2 02:42. 梅木 賢歩 中2 小山須走中

欠場 鈴木 芳樹 中2 下田敷根ＪＣ

中学生男子 １５００ｍ 決勝 <09/21>
1 04:37. 菅沼 蒼紫 中3 御殿場原里
2 04:40. 渡辺 大輝 中2 御殿場原里
3 04:40. 福嶋 康太 中2 御殿場原里
4 04:47. 秋吉 星弥 中1 田方ＡＣ
5 04:57. 三井 省吾 中1 富士須津中
6 05:10. 藤村 泰斗 中3 浜松学芸中
7 05:12. 秋山 聖那 中1 吉原三中
8 05:53. 勝永 優湾 中2 小山須走中
9 06:07. 上田龍之介 中1 小山須走中
10 06:09. 坂元 猛斗 中2 小山須走中
11 06:15. 長嶋 佑樹 中1 小山須走中
12 06:34. 大室 裕良 中1 小山須走中
13 06:39. 齋 聖法 中1 小山須走中
14 06:52. 大坪 アスカ 中1 小山須走中
15 06:52. 津田倫太朗 中1 小山須走中

欠場 濱田 祐吾 中1 小山須走中

中学生男子 ３０００ｍ 決勝(2組) <09/21>
【1組】

1 09:13. 渡辺 大地 中3 加藤学園暁秀中
2 10:02. 芹澤 和季 中3 御殿場南中
3 10:09. 望月孝太郎 中1 御殿場南中
4 10:19. 桜井 大樹 中2 御殿場西中
5 10:20. 吉田 光 中2 富士川二中
6 10:30. 勝間田雪凪 中3 御殿場西中
7 10:41. 植松 稜雅 中2 長泉北中



8 10:44. 山﨑 健聖 中2 御殿場南中
9 10:45. 伊藤 駿 中2 小山須走中
10 10:54. 佐藤 広大 中1 御殿場南中
11 10:58. 山本 優希 中3 御殿場西中
12 11:07. 今泉 友良 中3 小山須走中
13 11:12. 萱沼 祐希 中3 御殿場西中
14 11:15. 後石原功太郎 中3 御殿場南中
15 11:29. 坂元 蒼太 中1 小山須走中
16 11:57. 新西 右京 中3 小山須走中
17 12:28. 吉田 利輝 中1 小山須走中

欠場 宮本 空 中2 御殿場西中
欠場 濱野 孝基 中2 小山須走中
欠場 外山 雄大 中3 御殿場中
欠場 工藤 淳平 中2 御殿場中

【2組】
1 09:35. 渡邊 晶紀 中3 富士大淵中
2 09:52. 清水 千尋 中3 御殿場西中
3 09:58. 小池 遼 中3 長泉北中
4 10:02. 西原 陽太 中2 御殿場南中
5 10:05. 漆畑 徳輝 中1 富士岳陽中
6 10:14. 吉田 智陽 中2 御殿場南中
7 10:18. 小出 悠太 中2 御殿場南中
8 10:28. 鈴木 翔瑛 中2 富士岩松中
9 10:38. 夏賀 貞嘉 中3 御殿場南中
10 10:44. 岩下琉之祐 中1 吉原東中
11 10:46. 横山 真也 中3 御殿場中
12 11:12. 廣田 真人 中3 御殿場中
13 11:15. 山本 幹太 中2 御殿場西中
14 11:18. 伊東 烈 中2 小山須走中
15 12:07. 川野 辰彰 中2 小山須走中
16 12:37. 渡邉 祐斗 中2 御殿場南中
17 13:15. 中村遼太郎 中2 小山須走中

欠場 長嶋 祐敬 中3 小山須走中
欠場 外山 晧大 中1 御殿場中

総合
1 09:13. 渡辺 大地 中3 加藤学園暁秀中
2 09:35. 渡邊 晶紀 中3 富士大淵中
3 09:52. 清水 千尋 中3 御殿場西中
4 09:58. 小池 遼 中3 長泉北中
5 10:02. 芹澤 和季 中3 御殿場南中
6 10:02. 西原 陽太 中2 御殿場南中
7 10:05. 漆畑 徳輝 中1 富士岳陽中
8 10:09. 望月孝太郎 中1 御殿場南中

小学生男子 １００ｍ 予選(4組1着+4) <09/21>
【1組】(+0.4ｍ)

1 15.35 斉藤 圭吾 4 朝日小学校
2 16.07 金刺 大世 4 下田敷根ＪＣ
3 16.19 鈴木 夢叶 4 印野小学校
4 16.7 望月 琉生 4 富士陸上教室
5 16.81 吉田 渉 4 函南ＲＣ
6 16.94 金刺 一徳 4 小山町体育協会
7 16.99 西岡 想太 4 下田敷根ＪＣ

【2組】(+0.4ｍ)
1 14.09 望月 良真 5 富士陸上教室



2 15.41 内田 幸志 5 ＧＳＣ
3 16.03 武田 琉斗 4 朝日小学校
4 16.15 内田 空良 5 ＧＳＣ
5 16.83 吉田 琉弥 4 富士陸上教室
6 17.11 塚原 康平 4 小山町体育協会
7 18.19 櫻井 瑛佑 4 朝日小学校

【3組】(+0.4ｍ)
1 15.27 齊藤 歩 5 ＳＴ函南
2 15.48 保田 智輝 6 ＳＴ函南
3 15.61 加藤 広大 5 ＧＳＣ
4 15.64 深澤 佑月 5 富士陸上教室
5 15.65 村木 翔舞 6 朝日小学校
6 15.65 秋山 麗砂 5 富士陸上教室
7 17.01 隣 佑生輝 5 ＧＳＣ

欠場 太田 昌希 5 御殿場小

【4組】(-1.6ｍ)
1 13.54 岸 叶多 6 ＧＳＣ
2 14.17 鈴木 舜弥 6 ＳＴ函南
3 14.52 勝村 朔光 6 ＧＳＣ
4 14.61 小松弓季人 6 ＳＴ函南
5 15.32 細谷 健人 6 LOVERS SPORTS
6 15.87 伊藤 柊介 6 ＧＳＣ
7 16.05 大沼 雄貴 6 ＳＴ函南

決勝 <09/21>
(+0.6ｍ)

1 13.53 岸 叶多 6 ＧＳＣ
2 14.19 鈴木 舜弥 6 ＳＴ函南
3 14.26 望月 良真 5 富士陸上教室
4 14.41 勝村 朔光 6 ＧＳＣ
5 14.55 小松弓季人 6 ＳＴ函南
6 15.14 細谷 健人 6 LOVERS SPORTS
7 15.52 斉藤 圭吾 4 朝日小学校
8 15.82 齊藤 歩 5 ＳＴ函南

小学生男子 ８００ｍ 決勝 <09/21>
1 02:21. 望月健之介 6 富士陸上教室
2 02:36. 土屋 亮太 6 下田敷根ＪＣ
3 02:41. 大沼 雄貴 6 ＳＴ函南
4 02:41. 佐藤 匠瑛 5 下田敷根ＪＣ
5 02:46. 深澤 佑月 5 富士陸上教室
6 02:47. 宮川京一郎 6 富士陸上教室
7 02:50. 荻田 悠吏 4 ＧＳＣ
8 02:54. 秋山 麗砂 5 富士陸上教室
9 03:01. 吉田 琉弥 4 富士陸上教室
10 03:09. 吉田 渉 4 函南ＲＣ
11 03:10. 堀部 隼暉 4 函南ＲＣ

欠場 スミス安樹 6 清水ミズノＳＣ

小学生男子 １５００ｍ 決勝(2組) <09/21>
【1組】

1 05:11. 佐藤 徹平 5 御殿場市体育協会
2 05:17. 米山 拳人 5 富士陸上教室
3 05:18. 米山 優輝 5 富士陸上教室
4 05:26. 石田 渉 5 印野小学校
5 05:27. 石田 輝 5 印野小学校



6 05:29. 寺崎 翔 5 御殿場市体育協会
7 05:31. 米山 拓真 5 富士陸上教室
8 05:44. 服部 勇也 5 御殿場小
9 05:47. 望月 琉生 4 富士陸上教室
10 05:57. 矢野 涼一 5 ＧＳＣ
11 05:57. 田代 侑生 4 高根小学校
12 06:06. 興津 諒汰 5 富士陸上教室
13 06:11. 関口 航志 5 ＧＳＣ
14 06:30. 伊藤 遥大 5 須走小学校

欠場 望月 良真 5 富士陸上教室

【2組】
1 05:14. 坂元 航星 6 御殿場市体育協会
2 05:19. 田代 朋大 6 小山町体育協会
3 05:22. 田上 大珠 6 富士陸上教室
4 05:24. 小宮山竜加 6 御殿場市体育協会
5 05:24. 根本 泰晟 6 御殿場市体育協会
6 05:30. 渡辺 純平 6 小山町体育協会
7 05:32. 村木 翔舞 6 朝日小学校
8 05:43. 小澤 萌希 6 原里小学校
9 05:49. 勝亦飛雄乃 6 御殿場市体育協会
10 06:01. 毛利 匠吾 6 明倫小学校

欠場 外川 陽登 6 御殿場市体育協会
欠場 松宮 一平 6 朝日小学校
欠場 土屋 亮太 6 下田敷根ＪＣ

総合
1 05:11. 佐藤 徹平 5 御殿場市体育協会
2 05:14. 坂元 航星 6 御殿場市体育協会
3 05:17. 米山 拳人 5 富士陸上教室
4 05:18. 米山 優輝 5 富士陸上教室
5 05:19. 田代 朋大 6 小山町体育協会
6 05:22. 田上 大珠 6 富士陸上教室
7 05:24. 小宮山竜加 6 御殿場市体育協会
8 05:24. 根本 泰晟 6 御殿場市体育協会

男子 走高跳 決勝 <09/21>
1 2m00 福良 翔 28 ｸﾞﾗｯﾁｪ静岡AC
2 1m55 高橋 雅之 48 沼津市役所

男子 走幅跳 決勝 <09/21>

6m86 +2.3
福良 翔 28 ｸﾞﾗｯﾁｪ静岡AC公認 6m78 +1.9

5m83 +1.3 芹澤 勇気 32 静岡陸協

男子 三段跳 決勝 <09/21>

1
13m94 +4.4

小川 修平 29 静岡陸協公認13m24 +2.0
2 13m17 +1.1 米倉 郁也 24 静岡陸協

3
12m49 +2.3

山口 兼也 高1 御殿場高公認12m39 +1.3
4 12m38 +1.8 山崎 直人 高2 小山高校
5 11m96 +2.0 籾山 佳介 高2 小山高校

6
11m12 +3.3

伊倉 慶 高1 御殿場高公認記録なし 0.0
記録なし 芹澤 勇気 32 静岡陸協



高校男子 砲丸投[6.0kg] 決勝 <09/21>
1 7m29 梶 祐斗 高2 御殿場高
2 7m18 名倉 大 高2 御殿場高

中学生男子 走高跳 決勝 <09/21>
1 1m65 宮木 裕崇 中2 長泉北中

2 1m65
バランシオ イスマエ
ル 中3 御殿場中

3 1m55 池田 廉 中2 長泉北中
3 1m55 高田 将一朗 中3 御殿場中

中学生男子 走幅跳 決勝 <09/21>
1 6m05 +2.0 稲葉 章将 中3 御殿場中

2
5m20 +2.7

坂本 萌希 中1 御殿場南中公認 5m17 +1.5
3 4m56 +0.6 伊藤 雅哲 中1 長泉北中
4 4m31 +1.8 土屋 柳弥 中1 下田敷根ＪＣ
5 4m19 0.0 古野 光希 中1 御殿場原里
6 4m11 +2.0 勝間田幸征 中1 御殿場原里
7 4m01 +2.0 金光 優孝 中1 御殿場原里

小学生男子 走幅跳 決勝 <09/21>
1 4m60 +1.0 鈴木 舜弥 6 ＳＴ函南
2 3m91 +1.4 保田 智輝 6 ＳＴ函南
3 3m70 +2.0 佐藤 匠瑛 5 下田敷根ＪＣ
3 3m70 0.0 細谷 健人 6 LOVERS SPORTS
5 3m62 +1.7 齊藤 歩 5 ＳＴ函南
6 3m54 +0.2 金刺 大世 4 下田敷根ＪＣ
7 3m52 +0.8 斉藤 圭吾 4 朝日小学校
8 3m50 +1.1 加藤 広大 5 ＧＳＣ

9
3m36 +2.2

内田 空良 5 ＧＳＣ公認 3m29 +0.7
10 3m28 +0.9 西岡 想太 4 下田敷根ＪＣ
11 2m46 +0.6 櫻井 瑛佑 4 朝日小学校

欠場 加藤 駿一 6 ＧＳＣ

女子 １００ｍ 決勝 <09/21>
(-2.0ｍ)

1 14.07 甲斐 未来 高2 御殿場高
2 14.18 鈴木 静華 高2 富士JAC
3 14.6 和久田珠吏 高1 浜松学芸高

女子 ４００ｍ 決勝 <09/21>
1 01:10. 和久田珠吏 高1 浜松学芸高

女子 ８００ｍ 決勝 <09/21>
1 02:48. 角屋 雪乃 三島走友会

女子 １５００ｍ 決勝 <09/21>

1 05:37. 角屋 雪乃 三島走友会

女子 ３０００ｍ 決勝 <09/21>
1 11:56. 渡邊 綾香 19 小山町体育協会
2 12:51. 及川紗矢香 35 小山町体育協会
3 13:09. 中村 友紀 24 小山町体育協会

欠場 上嶋 愛子 41 小山町体育協会



中学生女子 １００ｍ 予選(3組2着+2) <09/21>
【1組】(-0.2ｍ)

1 13.97 内海 夢翔 中2 御殿場中
2 14.62 古澤明日華 中2 長泉北中
3 14.7 遠藤 綾乃 中1 長泉北中
4 15.12 松下 葵和 中1 御殿場中
5 15.67 山口 未夢 中1 御殿場中
6 15.69 佐藤未由羽 中1 下田敷根ＪＣ

【2組】(-0.1ｍ)
1 14.03 佐藤 海奈 中2 御殿場中
2 14.29 齊藤 葵 中1 御殿場中
3 14.29 薄井はずき 中1 原里中学校
4 14.55 勝亦 理央 中1 長泉北中
5 14.57 小林 歩友花 中1 御殿場中
6 14.82 半田 菜々美 中2 御殿場中
7 15.43 宮木 夕舞 中1 長泉北中

【3組】(-1.8ｍ)
1 14.03 小野 菜摘 中2 御殿場中
2 14.43 津山 葉菜子 中2 御殿場中
3 14.69 小泉 万由加 2 御殿場原里
4 14.99 土井 樹理 中1 原里中学校
5 16.7 杉山 南風 中1 原里中学校

決勝 <09/21>
(-0.4ｍ)

1 13.78 小野 菜摘 中2 御殿場中
2 14.06 内海 夢翔 中2 御殿場中
3 14.13 津山 葉菜子 中2 御殿場中
4 14.39 齊藤 葵 中1 御殿場中
5 14.45 薄井はずき 中1 原里中学校
6 14.56 古澤明日華 中2 長泉北中
7 14.77 勝亦 理央 中1 長泉北中

欠場 佐藤 海奈 中2 御殿場中

中学生女子 ２００ｍ 決勝 <09/21>
(-1.6ｍ)

1 28.77 小野 菜摘 中2 御殿場中
2 29.11 勝間田愛璃 中2 長泉北中
3 34.31 長嶋 恭加 中1 長泉北中

中学生女子 ４００ｍ 決勝 <09/21>
1 01:18. 阿部 紗香 中2 伊東南中

中学生女子 ８００ｍ 決勝 <09/21>
1 02:41. 阿部 紗香 中2 伊東南中
2 02:41. 林 愛花 中1 富士鷹岡中
3 02:46. 森 結南 中1 富士須津中

欠場 佐藤未由羽 中1 下田敷根ＪＣ
欠場 深澤美乃 中2 清水ミズノＳＣ

中学生女子 １５００ｍ 決勝(2組) <09/21>
【1組】

1 05:10. 井出 捺稀 中2 長泉北中
2 05:12. 谷津倉愛梨 中1 富士川一中
3 05:20. 関野 実穂 中1 長泉北中



4 05:28. 西田 ひらり 中1 御殿場中

5
05:37.

勝又 美月 中3 御殿場西中4
6 05:41. 佐藤あゆな 中1 原里中学校
7 05:43. 菅野 寧音 中1 御殿場西中
8 05:44. 桜井 晴香 中3 御殿場西中
9 05:45. 芹沢 奈菜 中1 原里中学校
10 05:46. 宗像 来実 中3 小山須走中
11 05:47. 中橋 朋花 中2 御殿場中
12 06:10. 長嶋 夕佳 中3 小山須走中

欠場 加藤 葉月 中1 長泉北中
欠場 新田 琴理 中1 御殿場中
欠場 長谷部澄香 中2 小山須走中

【2組】
1 05:10. 北詰 菜月 中1 富士鷹岡中
2 05:13. 新田 莉菜 中3 御殿場中
3 05:13. 新田 星来 中1 御殿場中
4 05:22. 佐藤 もえ 中3 御殿場原里
5 05:28. 伊藤 琴音 中2 御殿場原里
6 05:29. 眞野 玲音 中1 原里中学校
7 05:33. 森 結南 中1 富士須津中
8 05:34. 澤野 喜恵 中3 小山須走中
9 05:37. 眞野 玲音 中1 原里中学校
10 05:39. 勝又 涼夏 中2 御殿場中
11 05:54. 釘宮 未来 中2 小山須走中
12 05:58. 土井梨理花 中2 原里中学校
13 06:09. 下田妃菜子 中1 原里中学校
14 06:13. 鈴木 歩佳 中1 原里中学校
15 06:22. 原田 実沙 中2 御殿場原里

欠場 芹澤 萌亜 中1 御殿場中

総合
1 05:10. 北詰 菜月 中1 富士鷹岡中
2 05:10. 井出 捺稀 中2 長泉北中
3 05:12. 谷津倉愛梨 中1 富士川一中
4 05:13. 新田 莉菜 中3 御殿場中
5 05:13. 新田 星来 中1 御殿場中
6 05:20. 関野 実穂 中1 長泉北中
7 05:22. 佐藤 もえ 中3 御殿場原里
8 05:28. 西田 ひらり 中1 御殿場中

中学生女子 ３０００ｍ 決勝 <09/21>
1 10:51. 岡田和香奈 中2 小山須走中
2 11:26. 菊池 舞 中2 富士岩松中
3 11:44. 勝間田紗英 中3 御殿場西中
4 12:10. 野澤 歩未 中2 御殿場西中

小学生女子 １００ｍ 予選(3組2着+2) <09/21>
【1組】(+0.3ｍ)

1 14.91 高橋みなみ 6 下田敷根ＪＣ
2 15.04 斉藤 美薫 6 ＧＳＣ
3 16.08 飛永 沙那 6 ＧＳＣ
4 16.59 関 美羽 4 ＧＳＣ
5 18.6 松浦 萌 4 ＧＳＣ

【2組】(-0.6ｍ)
1 14.84 勝俣季代乃 6 ＧＳＣ



2 14.89 長田 菜子 6 ＧＳＣ
3 16.14 上野 優来 6 函南ＲＣ
4 17.17 古野 綾奈 5 朝日小学校
5 17.48 細江真美子 4 ＧＳＣ

【3組】(-0.1ｍ)
1 14.43 加藤 花音 6 ＧＳＣ
2 14.67 原 愛歩 6 下田敷根ＪＣ
3 15.08 内田 愛菜 6 ＧＳＣ
4 15.31 内田 夢菜 6 ＧＳＣ
5 16.89 大沼 乃愛 4 ＳＴ函南

決勝 <09/21>
(-1.7ｍ)

1 14.77 加藤 花音 6 ＧＳＣ
2 14.97 原 愛歩 6 下田敷根ＪＣ
3 14.98 長田 菜子 6 ＧＳＣ
4 15.05 高橋みなみ 6 下田敷根ＪＣ
5 15.14 勝俣季代乃 6 ＧＳＣ
6 15.46 内田 愛菜 6 ＧＳＣ
7 15.53 斉藤 美薫 6 ＧＳＣ
8 15.89 内田 夢菜 6 ＧＳＣ

小学生女子 ８００ｍ 決勝 <09/21>
1 02:42. 後藤 日渚 6 富士陸上教室
2 02:45. 望月 理央 6 興津小学校
3 02:47. 太田 萌絵 6 函南ＲＣ
4 02:51. 大沼 乃愛 4 ＳＴ函南
5 02:51. 林 映里香 4 富士陸上教室
6 02:57. 塩坂 優芽 4 富士陸上教室
7 02:58. 関 美羽 4 ＧＳＣ
8 02:58. 石川 乃彩 6 富士陸上教室
9 02:58. 青木 麻都 4 原里小学校
10 03:10. 宮原 兎希 4 御殿場小

小学生女子 １５００ｍ 決勝 <09/21>
1 05:12. 眞野 優花 6 ＧＳＣ
2 05:12. 望月 理央 6 興津小学校
3 05:20. 宗像 愛実 6 小山町体育協会
4 05:20. 青柳 伶奈 6 高根小学校
5 05:23. 依田 未巳 6 御殿場市体育協会
6 05:23. 高橋 咲羽 6 小山町体育協会
7 05:23. 佐々木優衣 6 朝日小学校
8 05:25. 田代なのは 6 高根小学校
9 05:34. 後藤 日渚 6 富士陸上教室
10 05:56. 塩坂 優奈 6 富士陸上教室
11 06:24. 宮原 兎希 4 御殿場小

欠場 菅谷 茉生 6 富士陸上教室

女子 走幅跳 決勝 <09/21>
4m87 +1.6 小林 澪奈 高1 御殿場高
4m75 +2.0 鈴木 静華 高2 富士JAC

女子 砲丸投[4.0kg] 決勝 <09/21>
1 7m19 羽田 樹 高1 御殿場高

中学生女子 走高跳 決勝 <09/21>
1 1m30 渡邊 美月 中2 長泉北中



欠場 菱沼 夏帆 中1 長泉北中

中学生女子 走幅跳 決勝 <09/21>
4m33 0.0 小島 萌楓 中2 長泉北中
4m10 +1.6 佐藤 海奈 中2 御殿場中
4m08 +2.9

小林英理奈 中2 長泉北中公認 3m91 +0.9
3m73 +1.7 松下 葵和 中1 御殿場中

中学生女子 砲丸投[2.721kg] 決勝 <09/21>
1 5m17 長嶋 恭加 中1 長泉北中

欠場 坂上 希織 中1 長泉北中

小学生女子 走幅跳 決勝 <09/21>

1
4m32 +2.6

原 愛歩 6 下田敷根ＪＣ公認記録なし 0.0
2 3m91 +0.2 勝俣季代乃 6 ＧＳＣ
3 3m18 +0.6 飛永 沙那 6 ＧＳＣ
4 3m09 0.0 内田 夢菜 6 ＧＳＣ
5 3m09 +1.0 内田 愛菜 6 ＧＳＣ
6 2m85 +2.0 松浦 萌 4 ＧＳＣ

欠場 鵜沼 愛珠 6 高根小学校


