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氏　名 学年 性別 教室 種　目 記　録 風速 順位

井上　拓哉 中１ 男 富士 男子 １００ｍ 予選 13秒06 3.3

福井　晴琉 中１ 男 沼津 男子 １００ｍ 予選 13秒42 3.1

鈴木　康生 中１ 男 沼津 男子 １００ｍ 予選 13秒81 2.0

男子 １００ｍ 予選 14秒04 2.4

男子 ２００ｍ 予選 29秒72 -1.3

男子 走幅跳 決勝 3ｍ90 1.6

山田　陽登 中１ 男 沼津 男子 ２００ｍ 予選 31秒34 -1.3

瀬戸　雅紀 中１ 男 沼津 男子 ８００ｍ 予選 2分35秒72

男子 １００ｍ 予選 11秒83 1.9

男子 ２００ｍ 予選 23秒88 -1.7

男子 １００ｍ 予選 12秒37 2.7

男子 ２００ｍ 予選 24秒78 -1.0

男子 １００ｍ 予選 12秒58 0.1

男子 ２００ｍ 予選 26秒80 -3.2

男子 ２００ｍ 予選 23秒05 -2.0

男子 ２００ｍ 準決 22秒98 1.4

井上　周也 中３ 男 富士 男子 １００ｍ 予選 12秒91 3.3

森下　真壮 中３ 男 富士 男子 １５００ｍ 予選 4分55秒52

男子 １００ｍ 予選 12秒70 3.3

男子 ２００ｍ 予選 27秒31 -3.2

男子 １５００ｍ 予選 4分13秒17

男子 １５００ｍ 決勝 4分10秒40 10位

男子 １００ｍ 予選 11秒73 0.1

男子 ２００ｍ 予選 23秒48 -1.0

男子 １００ｍ 予選 11秒44 1.0

男子 １００ｍ 準決 11秒35 1.1 13位

男子 ４００ｍＨ[0.914m] 予選 57秒07

男子 ４００ｍＨ[0.914m] 決勝 55秒93 2位

男子 ２００ｍ 予選 23秒56 -2.2

男子 ４００ｍ 予選 51秒69

男子 ４００ｍ 準決 51秒59 13位

花田　稜也 高３ 男 沼津 男子 ８００ｍ 予選 2分07秒11

男子 １１０ｍＨ[1.067m/9.14m] 予選 15秒20 0.1

男子 １１０ｍＨ[1.067m/9.14m] 決勝 15秒03 0.5 2位

男子 走幅跳 決勝
6ｍ40

公認6ｍ31

2.9

1.6
9位

男子 ４００ｍ 予選 53秒82

男子 ４００ｍＨ[0.914m] 予選 1分01秒89
杉山　優斗 高３ 男 富士

芹沢　祐喜 高３ 男 沼津

柏原　武流 高３ 男 沼津

男 沼津高３戸塚　　諒

後藤　竜志 高３ 男 沼津

北尾　祐輔 高２ 男 富士

大井　陸翔 高２ 男 沼津

鈴木　健心 中３ 男 沼津

四反田翔汰 中３ 男 沼津

平野　利貴 中３ 男 沼津

渡邉　真英 中３ 男 沼津

静岡県東部陸上競技選手権大会
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愛鷹総合運動公園多目的競技場

飯塚　皓己 中１ 男 沼津



伊藤　匠平 高専4 男 沼津 男子 ４００ｍ 予選 57秒45

瀧口　　周 高専5 男 沼津 男子 走幅跳 決勝
6ｍ59

公認6ｍ49

2.1

1.9
6位

鈴木謙・渡

邉・福井・鈴
男 沼津 男子 ４×１００ｍＲ 予選 50秒74

女子 １００ｍ 予選 14秒60 -1.0

女子 ２００ｍ 予選 30秒94 -3.7

女子 ８００ｍ 予選 2分48秒28

女子 １５００ｍ 予選 5分45秒50

女子 １００ｍ 予選 13秒83 0.7

女子 ２００ｍ 予選 29秒82 -2.1

女子 １００ｍ 予選 12秒99 3.0

女子 １００ｍ 準決 12秒97 3.1

女子 １００ｍ 予選 13秒89 2.5

女子 ２００ｍ 予選 29秒61 -2.6

井出　咲来 中３ 女子 沼津 女子 １００ｍ 予選 13秒98 0.1

女子 １００ｍ 予選 13秒28 2.5

女子 走幅跳 決勝 5ｍ11 1.1 5位

女子 ２００ｍ 予選 28秒24 -2.3

女子 ４００ｍ 予選 1分05秒92

角田　蘭奈 中３ 女子 沼津 女子 走幅跳 決勝 4ｍ19 1.0

女子 ４００ｍ 予選 1分01秒68

女子 ４００ｍＨ[0.762m] 予選 1分05秒92

女子 ４００ｍＨ[0.762m] 決勝 1分03秒67 1位

女子 １００ｍ 予選 12秒47 0.9

女子 １００ｍ 準決 12秒39 3.1

女子 １００ｍ 決勝 12秒47 0.0 3位

女子 ２００ｍ 予選 26秒27 -2.4

女子 ２００ｍ 準決 25秒36 0.0

女子 ２００ｍ 決勝 25秒53 -1.2 2位

女子 ４×１００ｍＲ 予選 50秒77

女子 ４×１００ｍＲ 決勝 50秒41 5位

栗原・望月・

川口・角田
女子 沼津 女子 ４×１００ｍＲ 予選 55秒26
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