
No.1

陸協 山梨 コード 15 競技会名 コード 21150711 審判長

主催団体 競技場名 コード 152010 記録主任

 09/25 男子 決勝 1 福山  斗偉 大2 愛知教育大学 7秒04(-1.9m) 2 鈴木  悠右 一般 岐阜アスリート 7秒24(-1.9m) 3 伊藤  真心 大1 青山陸上愛好会 7秒27 4 宮原  正成 M25 甲府工AC 7秒30

60m 愛知 大会新 岐阜 大会新 東京 -3.0m 山梨 -3.0m

5 三嶋  翔太 一般 山梨陸協 7秒32 5 品川  太郎 M25 茨城陸協 7秒32 7 深澤斗希也 M28 TEAM300 7秒49 8 深澤  拓真 高2 TYPE-R 7秒51

山梨 -1.9m 茨城 -2.2m 静岡 -2.2m 山梨 -1.9m

 09/25 男子 決勝 1 福山  斗偉 大2 愛知教育大学 11秒20(-3.4m) 2 品川  太郎 M25 茨城陸協 11秒57 3 鈴木  悠右 一般 岐阜アスリート 11秒60 4 三嶋  翔太 一般 山梨陸協 11秒64

100m 愛知 大会新 茨城 -2.3m 岐阜 -3.4m 山梨 -3.4m

5 宮原  正成 M25 甲府工AC 11秒68 6 伊藤  真心 大1 青山陸上愛好会 11秒88 7 上村  洋太 一般 Tマスターズ 11秒89 8 安永  英生 大2 愛知教育大学 11秒89

山梨 -3.4m 東京 -4.4m 東京 -3.4m 愛知 -3.4m

 09/25 女子 決勝 1 伊藤  里紗 W25 TYPE-R 8秒45 2 浅井  紀子 W45 愛知マスターズ陸上連盟 8秒75 3 國府谷幸香 W55 三重マスターズ 9秒19 4 中沢  莉子 小6 TYPE-R 9秒37

60m 山梨 -0.2m 愛知 -0.2m 三重 -0.2m 山梨 -2.9m

5 武田  紗葉 小5 大国陸上クラブ 9秒39 6 井出  早栄 小5 大国陸上クラブ 9秒69 7 雨宮    凛 小5 大国陸上クラブ 10秒01 8 清水  優心 小5 大国陸上クラブ 10秒14

山梨 -0.2m 山梨 -2.9m 山梨 -2.9m 山梨 -2.9m

県出場 矢ヶ崎来瞳 高3 TYPE-R 伊藤里紗 W25 TYPE-R 熊谷  香織 W40 安曇野AC 浅井  紀子 W45 愛知マスターズ陸上連盟

山梨 山梨 長野 愛知

國府谷幸香 W55 三重マスターズ 中沢莉子 小６ TYPE-R 杉崎百合子 W60 AC湘南組

三重 山梨 神奈川

 09/25 女子 決勝 1 岩間  彩芽 中3 TYPE-R 13秒18 2 伊藤  里紗 W25 TYPE-R 13秒70 3 鈴木  菜央 小6 静岡葵ＡＣ 14秒08 4 浅井  紀子 W45 愛知マスターズ陸上連盟 14秒42

100m 山梨 -1.7m 山梨 -1.7m 静岡 -1.7m 愛知 -1.7m

5 林  かれん 小6 松川陸上クラブ 14秒63 6 中沢  莉子 小6 TYPE-R 15秒16 7 國府谷幸香 W55 三重マスターズ 15秒27 8 武田  紗葉 小5 大国陸上クラブ 15秒37

長野 -1.7m 山梨 -1.7m 三重 -1.7m 山梨 -1.7m

トラック・フィールド種目・決勝・記録表(8位まで)

第6回甲府市スプリントタイムトライアル 川崎芳博

山梨陸上競技協会、甲府市陸上競技協会 甲府市緑が丘競技場 矢ヶ崎哲夫
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