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氏　名 学年 性別 教室 種　目 記　録 風速 順位

柴山　賢和 小５ 男 沼津 小学男子100ｍ 14秒85 1.0

中村　洸介 小５ 男 沼津 小学男子100ｍ 18秒11 0.2

前田　恵佑 小５ 男 沼津 小学男子100ｍ 16秒00 1.9

飯塚　皓己 中１ 男 沼津 小学男子100ｍ 14秒13 0.9

鈴木　康生 中１ 男 沼津 中学男子100ｍ 13秒95 -0.4

関　　竜馬 中１ 男 沼津 中学男子100ｍ 13秒73 0.3

福井　晴琉 中１ 男 沼津 中学男子100ｍ 13秒59 0.8

井上　拓哉 中１ 男 富士 中学男子100ｍ 13秒12 -0.9

岩崎　　陸 中２ 男 沼津 中学男子100ｍ 13秒81 -0.4

佐野鼓太郎 中２ 男 富士 中学男子100ｍ 12秒97 0.8

中野　凌駕 中２ 男 富士 中学男子1500ｍ 5分10秒50

鈴木　健心 中３ 男 沼津 中学男子100ｍ 12秒50 1.7

平野　利貴 中３ 男 沼津 中学男子100ｍ 11秒64 1.9 1位

渡邉　真英 中３ 男 沼津 中学男子100ｍ 12秒40 1.9

三浦　理来 中３ 男 富士 中学男子砲丸投 8ｍ41 2位

井上　周也 中３ 男 富士 中学男子100ｍ 13秒26 2.2

森下　真壮 中３ 男 富士 中学男子1500ｍ 4分50秒70

北尾　祐輔 高２ 男 富士 一般男子100ｍ 13秒06 -0.8

大井　陸翔 高２ 男 沼津 一般男子1500ｍ 4分15秒45

戸塚　　諒 高３ 男 沼津 一般男子100ｍ 11秒72 -1.5

芹沢　祐喜 高３ 男 沼津 一般男子400ｍ 51秒28 7位

後藤　竜志 高３ 男 沼津 一般男子400ｍ 55秒99 1位

柏原　武流 高３ 男 沼津 一般男子走高跳 1ｍ75 2位

花田　稜也 高３ 男 沼津 一般男子400ｍ 55秒42

伊藤　匠平 高専４ 男 沼津 一般男子400ｍ 57秒00

瀧口　　周 高専５ 男 沼津 一般男子100ｍ 11秒23 0.3 3位

鈴木愛利彩 小５ 女 沼津 小学女子100ｍ 16秒37 0.8

名和　理央 小５ 女 富士 小学女子100ｍ 16秒63 1.0

野沢優妃菜 小５ 女 富士 小学女子100ｍ 15秒45 1.7

中島利邦子 小５ 女 富士 小学女子800ｍ 2分52秒39

山本ゆりあ 小６ 女 沼津 小学女子100ｍ 14秒18 1.3 3位

秋山こはる 小６ 女 沼津 小学女子100ｍ 15秒02 2.0

三枝　美咲 小６ 女 沼津 小学女子100ｍ 15秒50 1.9

中野　愛梨 小６ 女 富士 小学女子走幅跳 2ｍ67 0.2

栗原　千依 中１ 女 沼津 中学女子100ｍ 14秒90 0.2

川口　綾菜 中２ 女 沼津 中学女子100ｍ 14秒22 0.9

望月かれん 中２ 女 沼津 中学女子100ｍ 13秒99 -1.0

佐藤　優衣 中２ 女 沼津 中学女子100ｍ 13秒33 0.5 8位

秋山くるみ 中３ 女 沼津 中学女子100ｍH 19秒06 1.6

井出　咲来 中３ 女 沼津 中学女子100ｍ 14秒22 -0.5

大沼　乃愛 中３ 女 沼津 中学女子800ｍ 2分33秒12

角田　蘭奈 中３ 女 沼津 中学女子走幅跳 4ｍ03 -1.1

秦　くるみ 中３ 女 沼津 中学女子走幅跳 5ｍ12 -0.9 1位

石川　小晴 高３ 女 沼津 一般女子400ｍH 1分04秒21 1位
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