
大会名

期 日
会 場

氏 名 学年 性別 種 目 記 録 風速 順位
宮澤侑紀奈 ⼥
若林 浩司 男
鈴⽊あゆみ ⼥
宮武 直美 ⼥
高橋 静永 ⼥
渡邉 紫音 中３ ⼥
梨⽥ 和希 中２ 男
山崎 友誉 小６ ⼥

愛鷹さくらリレーＲＵＮʼ１４
2014年3⽉21日
愛鷹広域公園

リレーラン ハー
フマラソン 男⼥

混成の部

１時間３３分３９秒
６７

第４位



大会名

期 日
会 場

氏 名 学年 性別 種 目 記 録 風速 順位
佐野 快人 高２ 男 【男子４００ｍ】 ５５，５０
渡辺 大隼 高２ 男 【男子４００ｍ】 ５５，７３
渡辺 大隼 高２ 男 【男子８００ｍ】 ２ʼ１１”９３
玉田 菜緒 中１ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，９３ 2.1
畠山  桃 中２ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，１３ 3.6 ４位
杉山千香子 中２ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，４６ 2.1
玉田 理紗 高１ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，６７ 3.1
畠山  桃 中２ ⼥ 【⼥子４００ｍ】 １ʼ０３”７４
杉山千香子 中２ ⼥ 【⼥子４００ｍ】 １ʼ０３”８６
玉田 理紗 高２ ⼥ 【⼥子４００ｍ】 １ʼ０５”８０
渡邉 紫音 中３ ⼥ 【⼥子３０００ｍ】 １１ʼ２９”７３

東 部 強 化 記 録 会
2014年3⽉22日
愛鷹広域公園



大会名

期 日
会 場

氏 名 学年 性別 種 目 記 録 風速 順位
水品  翔 小６ 男 【男子１００ｍ】 １５，３４ -0.5
花⽥ 稜也 中１ 男 【男子１００ｍ】 １５，２９ 0.3
榎木 雅也 中３ 男 【男子１００ｍ】 １３，４７ -1.7
榎木 雅也 中３ 男 【男子１５００ｍ】 ４ʼ２９”４０ ７位
梨⽥ 和希 中３ 男 【男子１５００ｍ】 ４ʼ４１”４１
渡辺 大隼 高３ 男 【男子４００ｍ】 ５５，９８
渡辺 大隼 高３ 男 【男子１５００ｍ】 ４ʼ５０”４０
石川 小晴 中１ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，６１ 0.9
山崎 友誉 中１ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １５，０７ -0.4
玉⽥ 菜緒 中２ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １５，５９ -0.9
畠山  桃 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，５４ 0.7 ５位
杉山千香子 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，７４ 0.0 ７位
石川 小晴 中１ ⼥ 【⼥子⾛幅跳】 ３ｍ７５ -2.2

東部春季記録会
2014年4⽉6日
愛鷹広域公園



大会名

期 日
会 場

氏 名 学年 性別 種 目 記 録 風速 順位
若林 浩司 コーチ 男 【男子１００ｍ】 予選  １１，０３ 0.0

男 【男子１００ｍ】 準決勝 １１，２１ -0.4
男 【男子１００ｍ】 決勝  １１，０８ 1.3 ５位

佐野 快人 高３ 男 【男子４００ｍ】 ５６，４５
榎木 雅也 中３ 男 【男子８００ｍ】 予選 ２ʼ０４”５２

男 【男子８００ｍ】 決勝 ２ʼ０９”３５ １３位
渡辺 大隼 高３ 男 【男子８００ｍ】 ２ʼ１０”６３
榎木 雅也 中３ 男 【男子１５００ｍ】 ４ʼ２８”６９
石川 小晴 中１ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，５５ 0.0
山崎 友誉 中１ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，６３ 0.0
杉山千香子 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 予選  １３，５５ 0.0

⼥ 【⼥子１００ｍ】 準決勝 １３，５５ 0.3
千葉小⽻歌 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，７３ 0.0
⽟⽥ 理紗 高２ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 予選  １３，６５ 0.0
⽟⽥ 理紗 高２ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 準決勝 １３，６１ 0.5
山崎 友誉 中１ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ２９，５６ 0.0
石川 小晴 中１ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ３０，４７ 0.0
⽟⽥ 菜緒 中２ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ３１，６４ 0.7
杉山千香子 中３ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ２８，４７ 0.3
⽟⽥ 理紗 高２ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ２８，０４ -0.2

千葉小⽻歌 中３ ⼥

杉山千香子 中３ ⼥
石川 小晴 中１ ⼥
山崎 友誉 中１ ⼥

静岡県東部陸上競技選⼿権⼤会
２０１４年４⽉１９〜２０日

愛鷹広域公園

【⼥子４×１００
ｍリレー】

５４，５７



大会名

期 日
会 場

氏 名 学年 性別 種 目 記 録 風速 順位
佐野 快人 高３ 男 【男子４００ｍ】 ５４，７２
玉田 菜緒 中２ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，５４ 2.2
杉山千香子 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，３４ 2.1

東部強化記録会
2014年4⽉26日
愛鷹広域公園



大会名

期 日
会 場

氏 名 学年 性別 種 目 記 録 風速 順位
千葉⼩⽻歌 中３ ⼥
杉山千香子 中３ ⼥
石川 ⼩晴 中１ ⼥
山崎 友誉 中１ ⼥

第４３回静岡リレーカーニバル
2014年4⽉27日
草薙陸上競技場

【⼥子４×１００
ｍリレー】

５６，９０



大会名

期 日
会 場

氏 名 学年 性別 種 目 記 録 風速 順位
藤川 泰佑 高１ 男 【男子１００ｍ】 １２，４２ -1.4
佐野 快人 高３ 男 【男子４００ｍ】 ５３，９８
渡邉 大隼 高３ 男 【男子４００ｍ】 ５４，７７
渡邉 大隼 高３ 男 【男子８００ｍ】 ２ʼ０８”８７
佐野 快人 高３ 男 【男子４００ｍＨ】 １ʼ０５”３５
⽟⽥ 理紗 高２ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 予選  １３，４４ -0.1
⽟⽥ 理紗 高２ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 準決勝 １３，５６ -0.9
渡邉 紫音 高１ ⼥ 【⼥子３０００ｍＯＰ】 １１ʼ３０”２１ 0.7

静岡県東部⾼等学校陸上競技選⼿権⼤会
２０１４年５⽉９日〜１１日

愛鷹広域公園



大会名

期 日
会 場

氏 名 学年 性別 種 目 記 録 風速 順位
後藤 ⻯志 中１ 男 【男子１００ｍ】 １４，０２ -1.5 ８位
花⽥ 稜也 中１ 男 【男子１００ｍ】 １５，１８ -1.5
南 亞稀子 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，３１ -1.2 ２位
杉山千香子 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，９５ -3 ７位
千葉⼩⽻歌 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，９４ -1.2
植⽥ 朱音 中３ ⼥ 【⼥子１１０ｍＨ】 １９，４７ -1.5
玉⽥ 菜緒 中２ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ３０，４３ -2.2
南 亞稀子 中３ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ２７，７５ -1.6 ３位
杉山千香子 中３ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ２７，７５ -2.2 ４位
畠山  桃 中３ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ２８，０３ -2.1 ６位
千葉⼩⽻歌 中３ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ３１，３９ -1.6
渡邉 杏菜 中３ ⼥ 【⼥子⾛⾼跳】 １ｍ５１ １位
植⽥ 朱音 中３ ⼥ 【⼥子砲丸投】 ６ｍ０４

第15回富⼠地区陸上競技⼤会
2014年5⽉17日

富⼠総合運動公園 陸上競技場



大会名

期 日
会 場

氏 名 学年 性別 種 目 記 録 風速 順位
水品  翔 小６ 男 【男子１００ｍ】 １５，１７ -2.3
後藤 ⻯志 中１ 男 【男子１００ｍ】 １３，７１ -0.8
花⽥ 稜也 中１ 男 【男子１００ｍ】 １４，８３ 1.5
若林 浩司 コーチ 男 【男子１００ｍ】 １１，４５ 3.0 １位
榎木 雅也 中３ 男 【男子１５００ｍ】 ４ʼ２１”８４ １位
梨⽥ 和希 中３ 男 【男子１５００ｍ】 ４ʼ３８”２３
⽥中 亜実 小４ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １６，０８ -0.8 ５位
⽥中 亜実 小４ ⼥ 【⼥子８００ｍ】 ３ʼ０３”０６ ５位
玉⽥ 菜緒 中２ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，７７ -0.9
畠山  桃 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，５８ 0.0 ３位
杉山千香子 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，０３ -1.8 ５位
千葉小⽻歌 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，６２ -0.1
千葉小⽻歌 中３ ⼥ 【⼥子⾛幅跳】 ３ｍ４８ -1.0

⻑泉町記録会
2014年5⽉18日
愛鷹広域公園



大会名

期 日
会 場

氏 名 学年 性別 種 目 記 録 風速 順位
水品  翔 小６ 男 【男子１００ｍ】 １５，４１ -1.5
後藤 ⻯志 中１ 男 【男子１００ｍ】 １３，８７ -0.7
花⽥ 稜也 中１ 男 【男子１００ｍ】 １４，７１ -2
⽥中 亜実 小４ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １６，１３ -1.3 ３位
山崎 友誉 中１ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，２３ -0.9 ８位
石川 小晴 中１ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １４，４５ -1.4
南 亞稀子 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，４５ -0.3 ４位
畠山  桃 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，８２ -1.4 ７位
杉山千香子 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍ】 １３，８３ -0.7 ８位
⽥中 亜実 小４ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ３３，５５ -1.3
山崎 友誉 中１ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ２９，４６ -1.5
石川 小晴 中１ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ２９，８６ 0.0
南 亞稀子 中３ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ２７，４７ -1.3 ３位
杉山千香子 中３ ⼥ 【⼥子２００ｍ】 ２８，２８ -1.3 ７位
植⽥ 朱音 中３ ⼥ 【⼥子１００ｍＨ】 １９，１５ 0.9
渡邉 杏菜 中３ ⼥ 【⼥子⾛⾼跳】 １ｍ４０ １位
植⽥ 朱音 中３ ⼥ 【⼥子⾛⾼跳】 １ｍ１５

第11回富⼠春季陸上記録会
2014年5⽉31日

富⼠総合運動公園 陸上競技場



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 種　目 記　録 風速 順位

後藤　竜志 中１ 男 【男子１００ｍ】 １３，６０ 1.7

三輪　大哲 中３ 男 【男子１００ｍ】 １１，９１ 2.3 １１位

三輪　大哲 中３ 男 【男子２００ｍ】 ２４，４４ 1.8

予選　２’０８”９１

決勝　２’０３”２５

榎木　雅也 中３ 男 【男子１５００ｍ】 ４’１７”８６ 優勝

梨田　和希 中３ 男 【男子１５００ｍ】 ４’４４”０２

梨田　和希 中３ 男 【男子３０００ｍ】 １０’１５”８９

石川　小晴 中１ 女 【女子１００ｍ】 １４，１６ 1.4 １０位

山崎　友誉 中１ 女 【女子１００ｍ】 １４，２５ 0.4

玉田　菜緒 中２ 女 【女子１００ｍ】 １４，８６ -0.3

南　亞稀子 中３ 女 【女子１００ｍ】 １３，４０ 3.5 １２位

杉山千香子 中３ 女 【女子１００ｍ】 １３，４８ 0.9

畠山　　桃 中３ 女 【女子１００ｍ】 １３，６４ 1.0

千葉小羽歌 中３ 女 【女子１００ｍ】 １４，３６ 3.1

予選　２７，５８ 0.8

決勝　２７，９１ -0.5

南　亞稀子 中３ 女 【女子２００ｍ】 ２８，０７ -0.1 １３位

畠山　　桃 中３ 女 【女子２００ｍ】 ２９，１６ -0.8

植田　朱音 中３ 女 【女子１００ｍＨ】 １９，４９ 0.0

渡邉　杏菜 中３ 女 【女子走高跳】 １ｍ４５ 優勝

【四種競技 総合得点】 １４０４点

【１００ｍＨ】 １８，７８ 3.2

【走高跳】 １ｍ１５

【砲丸投】 ５ｍ４０

【２００ｍ】 ２９，８３ 2.8

静岡県中学校総合体育大会陸上競技大会東部地区予選会

２０１４年６月７日～８日

愛鷹広域公園

【女子２００ｍ】

【男子８００ｍ】中３ 男

中３

優勝

女

植田　朱音 中３ 女

５位

榎木　雅也

杉山千香子



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 種　目 記　録 風速 順位

三輪　大哲 中３ 男 【男子１００ｍ】 １２，４９ -3.7

藤川　泰祐 高１ 男 【男子２００ｍ】 ２４，８１ -4.1

杉山　紘平 高２ 男 【男子４００ｍ】 ５１，３８

梨田　和希 中３ 男 【男子３０００ｍ】 １０’１０”０５

杉山千香子 中３ 女 【女子１００ｍ】 １３，８３ -2.6

玉田　理紗 高２ 女 【女子１００ｍ】 １４，１３ -2.6

玉田　菜緒 中２ 女 【女子１００ｍ】 １４，８８ -3.1

渡邉　紫音 高１ 女 【女子３０００ｍ】 １１’０９”７４

東部強化記録会

2014年6月14日

裾野市陸上競技場



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 種　目 記　録 風速 順位

予選　１５，５４ 0.7

決勝　１５，８０ -1.2

第30回全国小学生交流大会静岡県予選

2014年6月22日

草薙陸上競技場

田中　亜実 小４ 女 【女子１００ｍ】 ８位



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 種　目 記　録 風速 順位

後藤　竜志 中１ 男 【男子１００ｍ】 １３，５３ 0.0

花田　稜也 中１ 男 【男子１００ｍ】 １４，３５ 1.7

榎木　雅也 中３ 男 【男子１５００ｍ】 ４’１０”９４ ３位

梨田　和希 中３ 男 【男子３０００ｍ】 １０’００”１１ ７位

田中　亜実 小４ 女 【女子１００ｍ】 １５，７２ 1.1 ７位

玉田　菜緒 中２ 女 【女子１００ｍ】 １４，５０ -0.6

千葉小羽歌 中３ 女 【女子１００ｍ】 １４，４８ 1.3

杉山千香子 中３ 女 【女子２００ｍ】 ２７，４４ 2.6 １位

山崎　友誉 中１ 女 【女子２００ｍ】 ２９，１８ 1.7 ７位

石川　小晴 中１ 女 【女子２００ｍ】 ２９，７５ 2.6

沼津市陸上競技選手権大会

2014年6月29日

愛鷹広域公園多目的競技場



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 種　目 記　録 風速 順位

渡邉　紫音 高１ 女 【女子１５００ｍ】 ５’００”５２

第69回国民体育大会成年・少年予選会（第一回）

2014年6月29日

小笠山総合運動公園静岡スタジアム(エコパ)



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 種　目 記　録 風速 順位

三輪　大哲 中３ 男 【男子１００ｍ】 １２，０２ 0.7

三輪　大哲 中３ 男 【男子２００ｍ】 ２４，４９ 1.0

予選　２’０３”０１

決勝　２’００”８９ １位

榎木　雅也 中３ 男 【男子１５００ｍ】 ４’０９”２６ ７位

南　亞稀子 中３ 女 【女子１００ｍ】 １３，３０ -0.7

杉山千香子 中３ 女 【女子１００ｍ】 １３，５６ 0.3

畠山　　桃 中３ 女 【女子１００ｍ】 １３，９０ 0.0

南　亞稀子 中３ 女 【女子２００ｍ】 ２７，０３ 2.1

杉山千香子 中３ 女 【女子２００ｍ】 ２８，０２ 0.3

畠山　　桃 中３ 女 【女子２００ｍ】 ２８，７９ -0.5

静岡県中学選抜陸上競技大会

2014年7月5日

小笠山総合運動公園静岡スタジアム（エコパ）

榎木　雅也 中３ 男 【男子８００ｍ】



全国標準突破



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 種　目 記　録 風速 順位

若林　浩司 コーチ 男 【男子１００ｍ】 予選　　１１，０６ -0.3

男 【男子１００ｍ】 準決勝　１１，０６ 0.9

静岡県陸上競技選手権大会

２０１４年７月１２日～１３日

小笠山総合運動公園静岡スタジアム（エコパ）



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 種　目 記　録 風速 順位

男 予選　　１１，１１ -1.1

男 決勝　　１０，８９ 0.8 ２位

杉山　紘平 高２ 男 【一般男子４００ｍ】 ５２，０７ ２位

後藤　竜志 中１ 男 【中学男子１００ｍ】 １３，５１ -1.2

花田　稜也 中１ 男 【中学男子１００ｍ】 １４，３６ -0.9

梨田　和希 中３ 男 【中学男子１５００ｍ】 ４’３９”９５

大井　陸翔 小６ 男 【小学６年男子１００ｍ】 １５，６５ -1.1

石川　小晴 中１ 女 【中学女子１００ｍ】 １４，１８ 0.3

玉田　菜緒 中２ 女 【中学女子１００ｍ】 １４，５３ -0.6

千葉　小羽歌 中３ 女 【中学女子１００ｍ】 １４，６０ -0.8

杉山　千香子 中３ 女 【中学女子２００ｍ】 ２７，３９ 0.8 １位

畠山 桃 中３ 女 【中学女子２００ｍ】 ２８，２７ 1.6 ３位

山崎　友誉 中１ 女 【中学女子２００ｍ】 ２８，９７ 0.8 ７位

田中　亜実 小４ 女 【小学３，４年女子１００ｍ】 １５，８９ -0.4 ７位

静岡東部陸上カーニバル

２０１４年７月２０日


愛鷹運動公園多目的競技場


若林　浩司 コーチ 【一般男子１００ｍ】



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 種　目 記　録 風速 順位

三輪　大哲 中３ 男 【男子３年１００ｍ】 １１，９７ 1.0

予選　２’０２”３１

決勝　２’００”７３ ２位

榎木　雅也 中３ 男 【男子３年１５００ｍ】 ４’１３”８７ １０位

石川　小晴 中１ 女 【女子１年１００ｍ】 １３，８９ 1.7

南　亞稀子 中３ 女 【女子３年１００ｍ】 １３，１６ -1.3

杉山千香子 中３ 女 【女子共通２００ｍ】 ２７，２８ 2.4

南　亞稀子 中３ 女 【女子共通２００ｍ】 ２６，８８ 0.9

静岡県中学通信陸上競技大会

２０１４年７月２６日～２７日

静岡スタジアム（エコパ）

榎木　雅也 中３ 男 【男子共通８００ｍ】
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