
大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 教室 種　目 記　録 風速 順位

田畑　快 小５ 男 富士 100ｍ 17”22 0.7

中野　響 小５ 男 沼津 1500ｍ 5’59”85

三浦　理来 小６ 男 富士 100ｍ 14”87 1.0

杉山　晶大 小６ 男 沼津 100ｍ 15”51 1.7

井上　周也 小６ 男 富士 100ｍ 16”81 0.3

森下　真壮 小６ 男 富士 1500ｍ 5’48”99

髙塚　俊佑 小６ 男 沼津 走幅跳 3ｍ44 -0.8

大井　陸翔 中２ 男 沼津 1500ｍ 5’08”41

戸塚　諒 中３ 男 沼津 100ｍ 11”63 -0.8 1位

後藤　竜志 中３ 男 沼津 100ｍ 11”79 0.0 4位

大箸　聖矢 中３ 男 富士 100ｍ 11”83 0.0 5位

井上　朝陽 中３ 男 富士 100ｍ 12”25 -0.1

浅原　悠人 中３ 男 富士 400ｍ 55”46

花田　稜也 中３ 男 沼津 1500ｍ 4’54”36

田中　亜実 小６ 女 沼津 100ｍ 14”43 0.7 4位

秋山　くるみ 小６ 女 沼津 100ｍ 15”05 0.6

小野　智陽 小６ 女 沼津 100ｍ 16”46 1.3

安達　楓恋 小６ 女 富士 100ｍ 16”31 1.0

藤川　栞帆 中２ 女 沼津 100ｍ 15”71 0.1

石川　小晴 中３ 女 沼津 100ｍ 14”25 0.2

山崎　友誉 中３ 女 沼津 100ｍ 14”02 0.2

伊藤　夢 中３ 女 沼津 1500ｍ 4’52”45 5位

畠山　桃 高２ 女 沼津 400ｍ 59”36 1位

渡邉　紫音 高３ 女 沼津 3000ｍ 10’34”57 ５位

東部地区春季記録陸上競技大会

平成28年4月3日（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 教室 種　目 記　録 風速 順位

後藤　竜志 中３ 男 沼津 200ｍ 24”02 -2.2

花田　稜也 中３ 男 沼津 400ｍ 1’00”18

大箸　聖矢 中３ 男 富士 100ｍ 棄権

100ｍ 棄権

400ｍ 55”28

杉山　優斗 中３ 男 富士 800ｍ 2’30”21

800ｍ 2’04”65

1500ｍ 4’19”23

100ｍ 12”14 -5.4

200ｍ 22”87 -1.4

200ｍ（準） 22”65 0.2 ７位

大勝　友晶 高３ 男 沼津 400ｍ 55”12

100ｍ 16”08 -0.9

200ｍ 32”60 -0.1

杉山　夏来 中２ 女 沼津 100ｍ 14”88 -0.3

1500ｍ 4’55”98

1500ｍ（決） 4’52”18 ９位

200ｍ 26”22 -0.7

200ｍ（準） 26”24 -0.8

200ｍ（決） 26”17 -1.3 ７位

400ｍ 1’01”58

400ｍ 59”01 ２位

1500ｍ 5’02”28

1500ｍ（決） 4’55”97 １４位

5000ｍ 18’38”67 ７位

静岡県東部陸上競技選手権大会

平成28年4月16日（土）17日（日）

富士総合運動公園陸上競技場

藤川　泰佑 高３ 男 沼津

渡邉　紫音 高３ 女 沼津

伊藤　夢 中３ 女 沼津

井上　朝陽 中３ 男 富士

畠山　桃 高２ 女 沼津

榎木　雅也 高２ 男

藤川　栞帆 中２ 女 沼津

沼津



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 教室 種　目 記　録 風速 順位

田場　駿之介 中２ 男 沼津 1500ｍ 5’26”95

100ｍ 11”81 -1.8

200ｍ 23”43 1.7

榎木　雅也 高２ 男 沼津 3000ｍ 9’13”94

高３ 男 沼津 100ｍ 11”52 -1.4 ５位

高３ 男 沼津 200ｍ 23”15 -2.0 ６位

大勝　友晶 高３ 男 沼津 400ｍ 51”92

100ｍ 13”98 -2.1

100ｍＨ 16”75 -2.4 ３位

100ｍ 14”12 -2.1

200ｍ 29”07 -2.1

渡邉　紫音 高３ 女 沼津 3000ｍ 10’29”36 １０位

東部強化記録会

平成28年4月23日（土）

裾野市運動公園陸上競技場

藤川　泰佑

戸塚　諒 中３ 男 沼津

石川　小晴 中３ 女 沼津

山崎　友誉 中３ 女 沼津



大会名

期　日

会　場

氏　名 学年 性別 教室 種　目 記　録 風速 順位

大村　和也 小５ 男 沼津 100ｍ 16”38 1.1

中野　響 小５ 男 沼津 100ｍ 15”20 2.8

髙塚　俊佑 小６ 男 沼津 100ｍ 15”04 3.1

三浦　理来 小６ 男 富士 100ｍ 14”80 0.1

井上　周也 小６ 男 富士 100ｍ 15”87 2.1

杉山　晶大 小６ 男 沼津 100ｍ 15”01 2.1

森下　真壮 小６ 男 富士 1500ｍ 5’52”49

杉山・髙塚・

中野・大村
男 沼津 4×100ｍＲ 1’02”15

大村　春香 小５ 女 沼津 100ｍ 16”48 1.1

田中　亜実 小６ 女 沼津 100ｍ 14”38 1.6

小野　智陽 小６ 女 沼津 100ｍ 15”75 1.9

秋山　くるみ 小６ 女 沼津 100ｍ 14”56 3.0

安達　楓恋 小６ 女 富士 100ｍ 16”23 3.6

田中・秋山・

小野・大村
女 沼津 4×100ｍＲ 1’00”36

第45回静岡リレーカーニバル陸上競技大会

平成28年4月24日（日）

静岡県草薙総合運動場陸上競技場
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