
大会名
期 日
会 場

氏 名 学年 性別 教室 種 目 記 録 風速 順位
井上 拓哉 小４ 男 富士 100ｍ 16”43 0.3
小野 惺士朗 小４ 男 沼津 100ｍ 18”04 1.6
森下 真壮 小６ 男 富士 100ｍ 16”09 2.0
杉山 晶大 小６ 男 沼津 100ｍ 15”08 0.9
三浦 理来 小６ 男 富士 100ｍ 14”65 0.6
井上 周也 小６ 男 富士 100ｍ 16”42 3.3
髙塚 俊祐 小６ 男 沼津 100ｍ 14”77 1.4
田畑 快 小５ 男 富士 1000ｍ 3’39”16
大村 和也 小５ 男 沼津 1000ｍ 3’55”11
杉山・髙塚・
大村・小野

小６ 男 沼津 4×100ｍＲ 1’05”73

大村 春花 小５ ⼥ 沼津 100ｍ 16”74 -0.7
田中 亜実 小６ ⼥ 沼津 100ｍ 14”07 2.4
小野 智陽 小６ ⼥ 沼津 100ｍ 15”52 2.5
秋山 くるみ 小６ ⼥ 沼津 100ｍ 14”94 1.6
安達 楓恋 小６ ⼥ 富士 1000ｍ 3’53”48
秋山・田中・
小野・大村

小６ ⼥ 沼津 4×100ｍＲ 59”23

第28回静岡県ジュニア陸上クラブ選⼿権
平成28年8⽉7日（日）

静岡県草薙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
⼾塚 諒 中３ 男 沼津 100ｍ（予） 11”30 3.1
後藤 ⻯志 中３ 男 沼津 110ｍＨ（予） 15”82 -0.6

1500ｍ（予） 4’49”65
1500ｍ（決） 4’48”12 8位

東海地区中学校体育⼤会陸上競技⼤会
平成28年8⽉9日（⽕）

愛知県パロマ瑞穂スタジアム

伊藤 夢 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
100ｍ 16”75 1.0
800ｍ 3’11”42
100ｍ 18”70 1.0

ジャベリックボール投 22ｍ05
100ｍ 16”67 0.8
800ｍ 3’31”19
100ｍ 16”51 -0.2
800ｍ 2’46”81
100ｍ 15”10 0.2
走幅跳 記録なし

三浦 理来 小６ 男 100ｍ 15”07 0.4
大村 和也 小５ 男 1500ｍ 5’59”69

走幅跳 3ｍ71 -1.6
800ｍ 2’44”27
800ｍ 2’52”50

ジャベリックボール投 28ｍ25
浅原 悠人 中３ 男 富士 100ｍ 12”32 -0.5 2位
大箸 聖矢 中３ 男 富士 100ｍ 11”69 0.1
花⽥ 稜也 中３ 男 沼津 100ｍ 13”12 -0.2
後藤 ⻯志 中３ 男 沼津 100ｍ 11”87 ±0 3位
杉山 優斗 中３ 男 富士 400ｍ 55”02 1位
三浦・⽥畑・
井上・森下

小６ 男 富士 4×100ｍＲ 1’02”53

秋山 くるみ 小６ ⼥ 沼津 100ｍ 15”07 -0.2
大村 春花 小５ ⼥ 沼津 100ｍ 16”70 -0.1

100ｍ 15”85 ±0
ジャベリックボール投 31ｍ69

100ｍ 16”40 ±0
800ｍ 3’03”18
100ｍ 13”86 -0.8
100ｍＨ 16”05 -0.9 3位

藤川 栞帆 中２ ⼥ 沼津 100ｍ 15”69

夢カップ2016
平成28年8⽉14日（日）

愛鷹広域運動公園多目的競技場

井上 拓哉

小野 惺士朗

男

男
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杉山 晶大
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小４

小６

小５

小６

井上 周也

男

男

富士

沼津

富士
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沼津

男

沼津

富士森下 真壮

髙塚 俊佑

男

男小６

小６

小野 智陽

安達 楓恋

石川 小晴 中３

小６

小６ ⼥ 沼津

⼥ 富士

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
100ｍ 11”80 -1.5
400ｍ 54”51
走幅跳 5ｍ76 1.6
400ｍ 56”69
走幅跳 5ｍ73 0.6
三段跳 11ｍ48 1.3

大井 陸翔 中２ 男 沼津 3000ｍ 11’26”51
榎木 雅也 高２ 男 沼津 300ｍＳＣ 9’48”72 1位

100ｍ 13”04 -1.4 7位
400ｍ 57”99 3位
100ｍ 13”98 -1.9
400ｍ 1’03”10

東部強化記録会
平成28年8⽉20日（⼟）
御殿場市陸上競技場

瀧口 周

吉田 健太

高２

高２ 男

男 沼津

沼津

沼津

沼津

畠山 桃

石川 小晴 中３

高２ ⼥

⼥



大会名
期 日
会 場

氏 名 学年 性別 教室 種 目 記 録 風速 順位
伊藤 夢 中３ ⼥ 沼津 1500ｍ（予） 4’47”62

第43回全⽇本中学校陸上競技⼤会
平成28年8⽉22日（⽉）23日（⽕）24日（⽔）
⻑野県松平広域公園信州スカイパーク陸上競技場



大会名
期 日
会 場

氏 名 学年 性別 教室 種 目 記 録 風速 順位
200ｍ（予） 22”69 0.7
200ｍ（決） 22”66 1.2 8位

第51回⽇本⾼等専門学校陸上競技対抗選⼿権
平成28年8⽉24日（⽔）25日（⽊）

パロマ瑞穂スタジアム

藤川 泰佑 高３ 沼津男



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 ⻯志 中３ 男 沼津 100ｍ 11”67 1.1
⼾塚 諒 中３ 男 沼津 100ｍ 11”59 0.8
大箸 聖矢 中３ 男 富士 100ｍ 12”04 0.8

第36回静岡県ジュニアオリンピック予選会
平成28年8⽉27日（⼟）

静岡県草薙総合運動場陸上競技場



大会名
期 日
会 場

氏 名 学年 性別 教室 種 目 記 録 風速 順位
杉山 夏来 中２ ⼥ 沼津 100ｍ（予） 14”58 -1.9
藤川 栞帆 中２ ⼥ 沼津 200ｍ（予） 32”64 0.2

東部中学校新⼈陸上競技⼤会
愛鷹広域公園多目的競技場
平成28年9⽉3日（⼟）



大会名
期 日
会 場

氏 名 学年 性別 教室 種 目 記 録 風速 順位
200ｍ（予） 23”88 -2.9
走幅跳 5ｍ94 -1.3 10位

800ｍ（予） 2’02”30
800ｍ（決） 1’53”79（大会新） 1位
1500ｍ（予） 4’12”26
1500ｍ（決） 3’57”64（大会新） 1位

走幅跳 5ｍ96 0.9 9位
三段跳 13ｍ01 1.0 4位

200ｍ（予） 26”65 -1.0
200ｍ（準） 26”38 -0.5
200ｍ（決） 26”10 -0.1 4位
400ｍ（予） 1’00”30
400ｍ（準） 1’00”32
400ｍ（決） 58”85 2位

沼津

沼津

畠山 桃 高２ ⼥ 沼津

榎木 雅也

吉田 健太 高２

高２ 男

男

東部⾼校新⼈陸上競技選⼿権
愛鷹広域公園多目的競技場

平成28年9⽉10日（⼟）11日（日）

瀧口 周 高２ 男 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
伊藤 夢 中３ ⼥ 沼津 3000ｍ 9’49”79
渡邉 紫音 高３ ⼥ 沼津 3000ｍ 10’22”49

第３回静岡県⻑距離強化記録会
平成28年9⽉17日（⼟）

⼩笠⼭総合運動公園静岡スタジアム



大会名
期 日
会 場

氏 名 学年 性別 教室 種 目 記 録 風速 順位
100ｍ（第一レース） 19”08 ６位

1000ｍ 4’43”12 3位
100ｍ（第一レース） 21”11
100ｍ（第二レース） 20”95 ４位

⻘島 ⼠恩 小２ 男 富⼠ 100ｍ（第一レース） 21”15
100ｍ（第一レース） 19”99

1000ｍ 4’46”81 4位
100ｍ（第一レース） 14”83 ６位
100ｍ（第二レース） 15”59 ５位

800ｍ 2’42”93 １位
100ｍ（第一レース） 16”56
100ｍ（第二レース） 17”55

800ｍ 3’32”47 １２位
100ｍ（第一レース） 15”58
100ｍ（第二レース） 15”31 ４位
100ｍ（第一レース） 18”07

1000ｍ 4’26”02 ５位
100ｍ（第一レース） 18”14
100ｍ（第二レース） 18”39
100ｍ（第一レース） 16”90
100ｍ（第二レース） 17”15

800ｍ 3’15”78 ９位
100ｍ（第一レース） 15”18
100ｍ（第二レース） 15”72 ６位

800ｍ 2’58”03 ５位
100ｍ（第一レース） 18”65
100ｍ（第二レース） 18”59
100ｍ（第一レース） 17”07
100ｍ（第二レース） 17”36

800ｍ 3’21”17 １１位
1000ｍ 4’12”73 ４位

100ｍ（第二レース） 16”54 ７位
1000ｍ 3’40”38 １位

100ｍ（第一レース） 11”71 ２位
100ｍ（第二レース） 11”65 ２位
100ｍ（第一レース） 11”71 ３位
100ｍ（第二レース） 11”87 ３位
100ｍ（第一レース） 12”07 ７位
100ｍ（第二レース） 11”94 ４位

誰でも記録会
平成28年9⽉22日（⽊・祝）
愛鷹広域公園多目的競技場

森岡 玲彌 小２ 男 沼津

佐野 颯羽 小３ 男 沼津

稲⽑ ⻘哉 小３ 男 沼津

髙塚 俊佑 小６ 男 沼津

小野 惺⼠朗 小４ 男 沼津

森岡 凜久 小４ 男 沼津

井上 周也 小６ 男 富⼠

三浦 理来 小６ 男 富⼠

大田 翔平 小５ 男 沼津

榊原 楓馬 小５ 男 沼津

井上 拓哉 小４ 男 富⼠

中野 響 小５ 男 沼津

後藤 ⻯志 中３ 男 沼津

森下 真壮 小６ 男 富⼠

⼾塚 諒 中３ 男 沼津

柏原 武流 中３ 男 沼津



100ｍ（第一レース） 11”49 １位
100ｍ（第二レース） 11”54 １位

花田 稜也 中３ 男 沼津 100ｍ（第一レース） 13”16
大勝 友晶 高３ 男 沼津 800ｍ 2’06”25 １位

100ｍ（第一レース） 18”98 ５位
800ｍ 3’45”71 ７位

100ｍ（第一レース） 17”38 ２位
100ｍ（第二レース） 18”08 １位
100ｍ（第一レース） 17”72 ３位
100ｍ（第二レース） 18”45 ２位
100ｍ（第一レース） 18”28 ４位
100ｍ（第二レース） 18”67 ３位
100ｍ（第一レース） 14”80 ２位
100ｍ（第二レース） 15”24 １位
100ｍ（第一レース） 15”91 ４位

800ｍ 2’57”45 ３位
100ｍ（第一レース） 15”95 ５位
100ｍ（第二レース） 16”13 ２位

800ｍ 3’10”55 ９位
100ｍ（第一レース） 16”27 ６位
100ｍ（第二レース） 16”49 ３位

800ｍ 3’01”54 ６位
100ｍ（第一レース） 14”02 ８位
100ｍ（第二レース） 13”89 ４位

800ｍ 2’33”10 １０位

藤川 泰佑 高３ 男 沼津

山本 ゆりあ 小３ ⼥ 沼津

名和 理央 小２ ⼥ 富⼠

秋山 くるみ 小６ ⼥ 沼津

小野 智陽 小６ ⼥ 沼津

秋山 こはる 小３ ⼥ 沼津

楓 菜々 小３ ⼥ 沼津

石川 小晴 中３ ⼥ 沼津

井出 咲来 小６ ⼥ 沼津

安達 楓恋 小６ ⼥ 富⼠



大会名
期 日
会 場

氏 名 学年 性別 教室 種 目 記 録 風速 順位
榎木 雅也 高２ 男 沼津 800ｍ（予） 1’56”62

男 800ｍ（決） 1’55”10 1位
男 1500ｍ（予） 4’15”53
男 1500ｍ（決） 4’00”57 1位

滝口 周 高２ 男 沼津 走幅跳 6ｍ31 10位
吉田 健太 高２ 男 沼津 走幅跳 記録なし

男 三段跳 12ｍ55 23位
畠山 桃 高２ ⼥ 沼津 200ｍ（予） 26”53 2.5

⼥ 200ｍ（決） 25”22 3.3 5位
⼥ 400ｍ（予） 59”96
⼥ 400ｍ（決） 58”61 3位

第49回静岡県⾼等学校新⼈陸上競技対校選⼿権⼤会
平成28年9⽉24日（⼟）25日（日）
静岡県草薙総合運動場陸上競技場



大会名
期 日
会 場

氏 名 学年 性別 教室 種 目 記 録 風速 順位
100ｍ 11”46 1.2
200ｍ 23”03 0.7

大箸 聖矢 中３ 男 富士 100ｍ 11”62 1.1
芹沢 祐喜 中３ 男 沼津 100ｍ 11”94 2.5

100ｍ 12”47 1.7
200ｍ 24”66 3.1
100ｍ 11”71 1.3
200ｍ 23”71 0.7
100ｍ 12”14 1.3
400ｍ 55”85
100ｍ 11”22 1.3 4位
走幅跳 6ｍ31 1.8
三段跳 記録なし
100ｍ 11”44 0.6
200ｍ 22”81 1.2 8位

大勝 友晶 高３ 男 沼津 400ｍ 52”77
𠮷田 健太 高２ 男 沼津 三段跳 11ｍ76 0.1
瀧口・𠮷田・ 
藤川・大勝

高３ 男 沼津 4×100ｍＲ 44”08 4位

100ｍ 13”56 1.4
400ｍ 1’03”46 4位

杉山 夏来 中２ ⼥ 沼津 100ｍ 14”06 2.2

藤川 泰佑 高３ 男 沼津

石川 小晴 中３ ⼥ 沼津

井上 朝陽 中３ 男 富士

瀧口 周 高２ 男 沼津

浅原 悠斗 中３ 男 富士

後藤 ⻯志 中３ 男 沼津

東部強化記録会
平成28年10⽉10日（⽉・祝）

裾野市陸上競技場

⼾塚 諒 中３ 男 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
小野 惺史朗 小４ 男 沼津 100ｍ 18”04 0.6
井上 拓哉 小４ 男 富士 100ｍ 16”55 0.7
井上 周也 小６ 男 富士 100ｍ 16”51 0.0
中野 響 小５ 男 沼津 100ｍ 15”60 1
三浦 理来 小６ 男 富士 100ｍ 15”89 0.5
森下 真壮 小６ 男 富士 200ｍ 31”83 2.3
杉山 晶大 小６ 男 沼津 200ｍ 31”13 3.6
髙塚 俊佑 小６ 男 沼津 200ｍ 30”55 2.4
田畑 快 小５ 男 富士 1500ｍ 5’51”43

三浦・田畑・
井上・森下

小６ 男 富士 4×100ｍＲ 1’01”24

井出 咲来 小６ ⼥ 沼津 100ｍ 15”76 -0.3
200ｍ 29”47 2.1

200ｍ（決） 29”80 1 6位
小野 智陽 小６ ⼥ 沼津 200ｍ 32”39 3
安達 楓恋 小６ ⼥ 富士 800ｍ 3’00”67
大村 春花 小５ ⼥ 沼津 800ｍ 2’58”20
秋山 くるみ 小６ ⼥ 沼津 80ｍＨ 15”26 1.6
秋山・田中・
小野・井出

小６ ⼥ 沼津 4×100ｍＲ 59”25

第45回県⼩学⽣陸上競技選⼿権⼤会
平成28年10⽉16日（日）

静岡県草薙総合運動場陸上競技場

田中 亜美 小６ 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
井上 拓哉 小４ 男 富士 100ｍ（予） 16”58 1.5

100ｍ（予） 17”96 1.2
走高跳 0ｍ90 3位

100ｍ（予） 15”59 -1.7
走高跳 1ｍ15 6位

100ｍ（予） 15”32 -1.3
走幅跳 3ｍ52 1.3

100ｍ（予） 15”44 -1
ジャベリックボール投 31ｍ62

井上 周也 小６ 男 富士 100ｍ（予） 16”93 -0.8
浅原 悠人 中３ 男 富士 100ｍ（予） 12”46 -0.2

100ｍ（予） 11”77 ±0
100ｍ（決） 11”40 1.9 2位
100ｍ（予） 11”66 ±0
100ｍ（決） 11”59 1.9 4位
100ｍ（予） 11”79 -0.4
100ｍ（決） 11”55 1.9
100ｍ（予） 11”47 0.7 3位
100ｍ（決） 11”37 1.9 1位
1500ｍ 5’38”93

ジャベリックボール投 25ｍ56
1500ｍ 5’37”60

ジャベリックボール投 27ｍ26
花⽥ 稜也 中３ 男 沼津 400ｍ 58”47
柏原 武流 中３ 男 沼津 110ｍＨ 15”58 0.6 1位
大勝 友晶 高３ 男 沼津 100ｍ 11”60 1.8 5位
藤川 泰佑 高３ 男 沼津 100ｍ 11”40 1.8 1位
三浦・⽥畑・
井上・森下

小６ 男 富士 4×100ｍＲ 1’02”28

⼾塚・後藤・
芹沢・柏原

中３ 男 沼津 4×100ｍＲ 44”69 1位

100ｍ（予） 15”88 -1.1
ジャベリックボール投 12ｍ93 7位

100ｍ（予） 16”53 -1.4
走高跳 1ｍ05 5位

100ｍ（予） 15”71 -1.4
ジャベリックボール投 36ｍ74 1位

秋山 くるみ 小６ ⼥ 沼津 100ｍ（予） 15”24 -1.6
⽥中 亜実 小６ ⼥ 沼津 100ｍ（予） 14”98 -1 6位
杉山 夏来 中２ ⼥ 沼津 100ｍ（予） 14”11 -0.5

100ｍ（予） 13”84 -0.5
100ｍ（決） 13”64 1.6 7位
200ｍ 28”28 ±0

伊藤 夢 中３ ⼥ 沼津 3000ｍ 10’20”68 3位
秋山・⽥中・
小野・井出

小６ ⼥ 沼津 4×100ｍＲ 59”34 3位

第41回裾野市陸上競技選⼿権⼤会
平成28年10⽉29日（⼟）
裾野市運動公園陸上競技場

石川 小晴

小野 惺史朗 小４ 男 沼津

杉山 晶大 小６ 男 沼津

髙塚 俊祐 小６ 男 沼津

三浦 理来 小６ 男 富士

大箸 聖矢 中３ 男 富士

沼津

⽥畑 快 富士

芹沢 祐喜 中３ 男 沼津

後藤 ⻯志 中３ 男 沼津

小５ 男

男

⼾塚 諒 中３ 男

富士

井出 咲来 小６ ⼥ 沼津

森下 真壮 小６

安達 楓恋 小６ ⼥ 富士

小野 智陽 小６

中３

⼥ 沼津

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
100ｍ（予） 11”66
100ｍ（決） 11”91 2位
100ｍ（予） 11”92
100ｍ（決） 11”90 1位
100ｍ（予） 12”15
100ｍ（決） 12”26 5位
100ｍ（予） 11”60
100ｍ（決） 19”07 8位

小野 惺史朗 小４ 男 沼津 100ｍ（予） 18”11
杉山 晶大 小６ 男 沼津 100ｍ（予） 15”23
芹沢 祐喜 中３ 男 沼津 400ｍ 53”57 2位
花⽥ 稜也 中３ 男 沼津 400ｍ 57”66 3位
髙塚 俊祐 小６ 男 沼津 800ｍ 2’43”97 6位
中野 響 小６ 男 沼津 800ｍ 2’57”26
杉山 夏来 中２ ⼥ 沼津 100ｍ（予） 14”05
秋山 くるみ 小６ ⼥ 沼津 100ｍ（予） 14”88
井出 咲来 小６ ⼥ 沼津 100ｍ（予） 15”85
小野 智陽 小６ ⼥ 沼津 100ｍ（予） 15”82
⽥中 亜実 小６ ⼥ 沼津 100ｍ（予） 14”93
藤川 栞帆 中２ ⼥ 沼津 200ｍ 32”87
石川 小晴 中３ ⼥ 沼津 200ｍ 28”03 2位
大村 春花 小５ ⼥ 沼津 800ｍ 3’00”09 8位
秋山・⽥中・
井出・大村

小６ ⼥ 沼津 4×100ｍＲ 59”86 7位

沼津市スポーツ祭 陸上競技の部
平成28年11⽉3日（⽊・祝）
愛鷹広域公園多目的競技場

⼾塚 諒 中３ 男 沼津

藤川 泰佑 高３ 男 沼津

後藤 ⻯志 中３ 男 沼津

柏原 武流 中３ 男 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
⼾塚 諒 中３ 男 沼津 100ｍ 11”28 0.2

⼾塚・後藤・
芹沢・柏原

中３ 男 沼津 4×100ｍＲ 43”56 3位

大箸・浅原・
井上・杉山

中３ 男 富士 4×100ｍＲ 45”64 6位

第7回エコパトラックゲームズ
平成28年11⽉5日（⼟）

静岡県⼩笠山総合運動公園スタジアム



大会名
期 日
会 場

氏 名 学年 性別 教室 種 目 記 録 風速 順位
渡邉 真英 小６ 男 沼津 小学生2.3Ｋｍ 8’29
井上 拓哉 小４ 男 富士 小学生2.3Ｋｍ 10’14
井上 周也 小６ 男 富士 小学生2.3Ｋｍ 11’52
田中 亜実 小６ ⼥ 沼津 小学生2.3Ｋｍ 9’35 6位
井出 咲来 小６ ⼥ 沼津 小学生2.3Ｋｍ 10’37
石川 小晴 中３ ⼥ 沼津 中学生2.3Ｋｍ 8’47 1位

第14回三島クロスカントリーリレー大会
平成29年2⽉11日（⼟）

日本大学国際関係学部御園グラウンド
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