
No.1

陸協 山梨 コード 15 競技会名 コード 22150713 審判長

主催団体 競技場名 コード 152010 記録主任

 06/25 男子 決勝 1 森實  高毅 M25 TYPE-R 10秒92 2 長田    士 大2 山梨学院大学 10秒97 3 伊藤  真心 大2 ワールウインドAC 11秒38 4 石原  大勢 大2 山梨大学 11秒46

100m 山梨 +2.2m 山梨 +2.2m 神奈川 +2.2m 山梨 +2.9m

5 秋山  大志 大1 山梨大学 11秒47 6 望月  敬佑 大1 山梨大学 11秒54 7 五味  勇太 大4 駿河台大学 11秒55 8 野村  拓希 大1 山梨大学 11秒70

山梨 +2.9m 山梨 +2.2m 山梨 +2.2m 山梨 +2.9m

 06/25 男子 決勝 1 森實  高毅 M25 TYPE-R 6秒94 2 長田    士 大2 山梨学院大学 6秒98 3 神谷  翔矢 大3 山梨大学 7秒02 4 伊藤  真心 大2 ワールウインドAC 7秒17

60m 山梨 +2.8m 山梨 +2.8m 山梨 +2.8m 神奈川 +2.8m

5 五味  勇太 大4 駿河台大学 7秒41 6 野村  拓希 大1 山梨大学 7秒45 7 西澤  竜也 M40 山梨マスターズ 7秒48 7 宮本  義久 M50 TEAM HAL. 7秒48

山梨 +2.8m 山梨 +2.8m 山梨 +3.2m 神奈川 +2.8m

 06/25 小学生男子 決勝 1 中田幹太郎 小6 大国陸上クラブ 13秒33 2 遠藤  靖治 小5 大国陸上クラブ 13秒64 3 岡田  舟右 小6 大国陸上クラブ 13秒77 4 上杉  詩温 小6 大国陸上クラブ 14秒16

100m 山梨 +4.7m 山梨 +4.7m 山梨 +4.7m 山梨 +4.7m

5 小森  玲音 小6 精華清水RC 14秒45 6 樋川  がく 小5 TYPE-R 14秒56 7 上林  敬人 小6 大国陸上クラブ 14秒76 8 出雲  快人 小6 大国陸上クラブ 14秒99

静岡 +4.7m 山梨 +4.7m 山梨 +4.7m 山梨 +3.1m

 06/25 小学生男子 決勝 +2.8m 1 小森  玲音 小6 精華清水RC 9秒01 2 小野  紘也 小4 よっちゃばれAC 10秒35

60m 静岡 山梨

 06/25 女子 決勝 +3.3m 1 古屋日奈子 大2 山梨大学 12秒46 2 岩本  結愛 大4 山梨大学 12秒54 3 伊藤  里紗 W25 TYPE-R 12秒87 4 山寺  由乃 大4 山梨大学 13秒58

100m 山梨 山梨 山梨 山梨

5 依田  心優 大2 山梨大学 13秒62 6 中尾  晴実 W55 TEAM HAL. 13秒79 7 雨宮久美子 W40 大国陸上クラブ 14秒56

山梨 神奈川 山梨 OP

 06/25 女子 決勝 +3.0m 1 古屋日奈子 大2 山梨大学 7秒90 2 伊藤  里紗 W25 TYPE-R 8秒02 3 中尾  晴実 W55 TEAM HAL. 8秒08

60m 山梨 山梨 神奈川

 06/25 小学生女子 決勝 1 武田  紗葉 小6 大国陸上クラブ 14秒08 2 小森  妃翠 小3 精華清水RC 14秒76 3 出羽  麗菜 小6 北杜KC 14秒93 4 雨宮    凛 小6 大国陸上クラブ 15秒22

100m 山梨 +5.0m 静岡 +5.0m 山梨 +5.0m 山梨 +2.8m

5 藤田ひまり 小6 大国陸上クラブ 15秒36 6 小森  姫華 小3 精華清水RC 15秒38 7 高橋  芽生 小6 よっちゃばれAC 16秒54 8 上林  茉優 小4 大国陸上クラブ 18秒10

山梨 +2.8m 静岡 +5.0m 山梨 +5.0m 山梨 +2.8m

 06/25 小学生女子 決勝 +3.5m 1 小森  妃翠 小3 精華清水RC 9秒19 2 小森  姫華 小3 精華清水RC 9秒50 3 高橋  芽生 小6 よっちゃばれAC 10秒41 4 高橋  花帆 小1 よっちゃばれAC 14秒18

60m 静岡 静岡 山梨 山梨
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第3回甲府市スプリントタイムトライアル 加藤清貴
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