
No.1

陸協 山梨 コード 15 競技会名 コード 22150714 審判長

主催団体 競技場名 コード 152010 記録主任

 07/23 男子 決勝 +3.2m 1 伊藤  真心 大2 ワールウインドAC 7秒08 2 大内恵吏也 M35 SMARTS AC 7秒10 3 古澤賢一郎 M50 Team SHOIN 7秒43 4 池崎  靖夫 M45 Team SHOIN 7秒56

60m 神奈川 東京 千葉県 千葉県

5 由井  玄太 M35 TYPE-R 7秒62 6 杉崎  和彦 M60 AC湘南組 8秒00 品川太郎 M26 茨城陸協 失格

山梨 神奈川 茨城

 07/23 男子 決勝 1 大内恵吏也 M35 SMARTS AC 11秒06 2 渡邉    陵 一般 日医工山梨 11秒08 3 伊藤  真心 大2 ワールウインドAC 11秒22 4 土屋  拓斗 一般 日医工山梨 11秒26

100m 東京 +3.7m 山梨 +3.7m 神奈川 +3.7m 山梨 +3.7m

5 樋川げんき 中2 TYPE-R 11秒66 6 古澤賢一郎 M50 Team SHOIN 11秒82 7 池崎  靖夫 M45 Team SHOIN 11秒97 8 由井  玄太 M35 TYPE-R 12秒02

山梨 +3.7m 千葉県 +4.4m 千葉県 +3.7m 山梨 +4.4m

 07/23 小学生男子 決勝 +4.4m 1 樋川がく 小5 TYPE-R 9秒19 2 岩崎  貫太 小5 TYPE-R 9秒34 3 加賀爪煌士 小6 よっちゃばれAC 10秒07 4 車谷  怜祐 小3 TYPE-R 10秒10

60m 山梨 山梨 山梨 山梨

5 小野  紘也 小4 よっちゃばれAC 10秒37 6 加賀爪暖士 小4 よっちゃばれAC 11秒46 7 渡辺  利久 小5 よっちゃばれAC 11秒50 8 渡辺  圭祐 小6 よっちゃばれAC 13秒09

山梨 山梨 山梨 山梨

県出場 車谷  怜祐 小3 TYPE-R 樋川がく 小5 TYPE-R 岩崎  貫太 小5 TYPE-R

山梨 山梨 山梨

 07/23 小学生男子 決勝 +2.1m 1 小森  玲音 小6 精華清水RC 14秒67 2 樋川がく 小5 TYPE-R 15秒11 3 岩崎  貫太 小5 TYPE-R 15秒49 4 小野  恭佑 小6 よっちゃばれAC 16秒25

100m 静岡 山梨 山梨 山梨

5 加賀爪煌士 小6 よっちゃばれAC 16秒39 6 車谷  怜祐 小3 TYPE-R 16秒67 7 加賀爪暖士 小4 よっちゃばれAC 19秒10

山梨 山梨 山梨

 07/23 女子 決勝 +1.5m 1 野澤  虹遥 高2 TYPE-R 8秒56 2 野澤  空遥 高2 TYPE-R 8秒87 3 杉崎百合子 W60 AC湘南組 10秒07

60m 山梨 山梨 神奈川

 07/23 女子 決勝 +4.5m 1 野澤  虹遥 高2 TYPE-R 13秒57 2 清水  優花 W25 13秒74 3 野澤  空遥 高2 TYPE-R 14秒24 4 國府谷幸香 W55 三重マスターズ 14秒59

100m 山梨 東京 OP 山梨 三重

5 杉崎百合子 W60 AC湘南組 16秒09

神奈川

 07/23 小学生女子 決勝 +5.2m 1 三枝芽生 小５ チーム塩山 9秒38 2 高橋  芽生 小6 よっちゃばれAC 10秒36 3 高橋  希和 小3 よっちゃばれAC 12秒01 4 高橋  花帆 小1 よっちゃばれAC 13秒97

60m 山梨 山梨 山梨 山梨

 07/23 小学生女子 決勝 1 小森  妃翠 小3 精華清水RC 14秒88 2 古屋  璃佳 小5 TYPE-R 15秒01 3 三枝芽生 小5 チーム塩山 15秒28 4 比留間るり 小5 静岡葵AC 15秒35

100m 静岡 +2.7m 山梨 +3.1m 山梨 +3.1m 静岡 +3.1m

5 小森  姫華 小3 精華清水RC 15秒59 6 高橋  芽生 小6 よっちゃばれAC 16秒59 7 宇野    葵 小5 静岡葵AC 16秒72 8 須田    楓 小3 TYPE-R 18秒96

静岡 +2.7m 山梨 +3.1m 静岡 +3.1m 山梨 +2.7m

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 川崎　芳宏
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