
No.1

陸協 山梨 コード 15 競技会名 コード 21150709 審判長

主催団体 競技場名 コード 152010 記録主任

 07/31 男子 決勝 1 川村  涼介 高3 富士北稜高校 7秒23 2 赤井悠次郎 甲府工業AC 7秒25 3 鈴木啓太 M30 甲府東中教員 7秒41 4 高根  大和 高2 富士北稜高校 7秒43

60m 山梨 -1.3m 山梨 -1.3m 山梨 -1.3m 山梨 -1.3m

5 向原  武尊 M24- AC湘南組 7秒58 6 天野  康太 高3 富士北稜高校 7秒60 7 矢澤  悠哉 M40 諏訪市陸協 7秒63 8 小関  海都 大6 浜松医科大 7秒70

神奈川 -1.3m 山梨 -1.3m 長野 -1.3m 静岡 -1.3m

 07/31 男子 決勝 1 川村  涼介 高3 富士北稜高校 11秒37 2 赤井悠次郎 甲府工業AC 11秒50 3 鈴木啓太 M30 甲府東中教員 11秒62 4 上村  洋太 Tマスターズ 11秒63

100m 山梨 -0.8m 山梨 -0.8m 山梨 -0.8m 東京 -0.8m

5 向原  武尊 M24- AC湘南組 11秒74 6 高根  大和 高2 富士北稜高校 11秒79 7 深澤拓真 高2 TYPE-R 11秒95 8 小関  海都 大6 浜松医科大 12秒01

神奈川 -0.8m 山梨 -0.6m 山梨 -0.8m 静岡 -0.6m

 07/31 女子 決勝 1 熊谷  香織 W40 安曇野AC 8秒22 2 高島愛理 W30 TYPE-R 9秒07 3 武田  紗葉 小5 大国陸上クラブ 9秒43 4 井出  早栄 小5 大国陸上クラブ 9秒58

60m 長野 -1.5m 山梨 -1.5m 山梨 -1.5m 山梨 -1.5m

5 原    芽伽 小5 大国陸上クラブ 9秒87 6 藤田ひまり 小5 大国陸上クラブ 10秒25 7 太滝  結心 小4 大国陸上クラブ 10秒29 8 笹本  百乃 小3 大国陸上クラブ 10秒70

山梨 -1.1m 山梨 -1.1m 山梨 -1.1m 山梨 -1.1m

 07/31 女子 決勝 1 熊谷  香織 W40 安曇野AC 13秒33 2 林  かれん 小6 松川陸上クラブ 14秒50 3 高島愛理 W30 TYPE-R 14秒75 4 中沢莉子 小6 TYPE-R 14秒85

100m 長野 -0.9m 長野 -0.9m 山梨 -0.9m 山梨 -0.7m

5 小野  琴未 小6 大国陸上クラブ 15秒11 6 武田  紗葉 小5 大国陸上クラブ 15秒17 7 石井志季 小6 TYPE-R 15秒39 8 井出  早栄 小5 大国陸上クラブ 15秒46

山梨 -0.9m 山梨 -0.7m 山梨 -0.7m 山梨 -0.7m

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第4回甲府市スプリント タイムトライアル2021 川崎　芳博

甲府市陸上競技協会 甲府市緑が丘スポーツ公園競技場 矢ヶ崎哲夫
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