
男子 800m 3 牧野  拓也 ﾏｷﾉ ﾀｸﾔ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 1500m 3 牧野  拓也 ﾏｷﾉ ﾀｸﾔ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 800m 6 田中暖人 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 1500m 6 田中暖人 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 砲丸投 7 小田井隆幸 ｵﾀﾞｲ　ﾀｶﾕｷ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 1500m 10 遊佐夏主博 ﾕｻ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 10 遊佐夏主博 ﾕｻ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 11 野口  真人 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 3000mSC 11 野口  真人 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 12 小池  隆生 ｺｲｹ ﾀｶｵ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
女子 走幅跳 12 藤井  仁美 ﾌｼﾞｲ ﾋﾄﾐ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 13 柚木  昂大 ﾕﾉｷ ﾀｶﾋﾛ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 1500m 14 後藤  由成 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾅﾘ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 14 後藤  由成 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾅﾘ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 17 山岸  航大 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀﾞｲ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 100m 19 鈴木    碧 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 200m 19 鈴木    碧 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 砲丸投 25 對木  隆介 ﾂｲｷ ﾘｭｳｽｹ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 円盤投 25 對木  隆介 ﾂｲｷ ﾘｭｳｽｹ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 28 大石  真裕 ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 33 幡谷  原太 ﾊﾀﾔ ｹﾞﾝﾀ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 1500m 42 高田  翔紀 ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳｷ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 45 渡邉    旬 ﾜﾀﾅﾍﾞｼﾞｭﾝ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 1500m 53 髙木  悠大 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｸｷｮｳ
男子 1500m 60 吉川    創 ﾖｼｶﾜ ｿｳ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 1500m 62 山本  祥平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 62 山本  祥平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 棒高跳 71 髙橋  義貴 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 800m 74 川口  一喜 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 100m 82 中村  颯斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 走幅跳 83 山口  光男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 3000mSC 85 水野  友登 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 800m 86 古谷  翔太 ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 100m 89 坂本    舜 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝ 日大国際 ﾆﾁﾀﾞｲｺｸｻｲ
男子 200m 89 坂本    舜 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝ 日大国際 ﾆﾁﾀﾞｲｺｸｻｲ
女子 1500m 117 角屋雪乃 ｽﾐﾔ ﾕｷﾉ 三島走友会 ﾐｼﾏｿｳﾕｳﾏｲ
女子 5000m 117 角屋雪乃 ｽﾐﾔ ﾕｷﾉ 三島走友会 ﾐｼﾏｿｳﾕｳﾏｲ
女子 5000m 118 星野  芳美 ホシノヨシミ ｅＡ静岡 ｲｰｴｰｼｽﾞｵｶ
女子 800m 124 鈴木  彩菜 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 5000m 306 船村  安洋 ﾌﾅﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ ＦＦＡＣ FFAC
男子 3000mSC 306 船村  安洋 ﾌﾅﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ ＦＦＡＣ FFAC
男子 5000m 307 大久保明彦 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾋｺ ＦＦＡＣ FFAC
男子 5000m 308 関口  知宏 ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ ＦＦＡＣ FFAC
女子 100m 316 眞田  桃子 ｻﾅﾀﾞ ﾓﾓｺ 大4 東学大 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲ
女子 100mH 316 眞田  桃子 ｻﾅﾀﾞ ﾓﾓｺ 大4 東学大 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲ
女子 100mH 318 鈴木さくら ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 大2 東学大 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲ
女子 100m 341 小針  涼葉 ｺﾊﾞﾘ ｽｽﾞﾊ 大3 駿河台大学 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲ
女子 200m 341 小針  涼葉 ｺﾊﾞﾘ ｽｽﾞﾊ 大3 駿河台大学 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲ
男子 1500m 342 黒川    理 ｸﾛｶﾜ ｵｻﾑ ＳＴ函南 STｶﾝﾅﾐ
男子 5000m 342 黒川    理 ｸﾛｶﾜ ｵｻﾑ ＳＴ函南 STｶﾝﾅﾐ
男子 100m 347 河野  健斗 ｺｳﾉ ｹﾝﾄ 大3 ｽﾎﾟｳｴﾙAC富士 ｽﾎﾟｳｴﾙﾌｼﾞ
男子 400mH 354 菊池  歩美 ｷｸﾁ ｱﾕﾐ 大4 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 1500m 357 高橋  武蔵 ﾀｶﾊｼ ﾑｻｼ マイティマウスTT ﾏｲﾃｨﾏｳｽTT
男子 5000m 357 高橋  武蔵 ﾀｶﾊｼ ﾑｻｼ マイティマウスTT ﾏｲﾃｨﾏｳｽTT
男子 1500m 358 細川  陽平 ﾎｿｶﾜ ﾖｳﾍｲ マイティマウスTT ﾏｲﾃｨﾏｳｽTT
男子 5000m 358 細川  陽平 ﾎｿｶﾜ ﾖｳﾍｲ マイティマウスTT ﾏｲﾃｨﾏｳｽTT
男子 5000m 359 塚田  昌嗣 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻﾂｸﾞ マイティマウスTT ﾏｲﾃｨﾏｳｽTT
男子 ハンマー投 412 巻幡  壮志 ﾏｷﾊﾀ ｿｳｼ IKKD ｱｲｹｰｹｰﾃﾞｨｰ
男子 5000m 418 中村幸生 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｵ 三島走友会 ﾐｼﾏｿｳﾕｳﾏｲ
男子 800m 421 高天祐紀 ﾀｶｱﾏ ﾕｳｷ 三島走友会 ﾐｼﾏｿｳﾕｳﾏｲ
男子 1500m 421 高天祐紀 ﾀｶｱﾏ ﾕｳｷ 三島走友会 ﾐｼﾏｿｳﾕｳﾏｲ
男子 5000m 422 釜我憲明 ｶﾏｶﾞ ﾉﾘｱｷ 三島走友会 ﾐｼﾏｿｳﾕｳﾏｲ
男子 800m 423 江島洋之 ｴｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 三島走友会 ﾐｼﾏｿｳﾕｳﾏｲ
男子 110mH 425 滝田  慎一 ﾀｷﾀ ｼﾝｲﾁ ＢＤＴＣ ﾌﾞﾚｰｸﾀﾞｳﾝ
男子 200m 428 土屋  順哉 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝﾔ ＢＤＴＣ ﾌﾞﾚｰｸﾀﾞｳﾝ
男子 400m 428 土屋  順哉 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝﾔ ＢＤＴＣ ﾌﾞﾚｰｸﾀﾞｳﾝ
男子 5000m 478 西    大地 ﾆｼ ﾀﾞｲﾁ 御殿場ＲＣ ｺﾞﾃﾝﾊﾞRC
男子 3000mSC 478 西    大地 ﾆｼ ﾀﾞｲﾁ 御殿場ＲＣ ｺﾞﾃﾝﾊﾞRC
男子 1500m 479 阿保昂太朗 ｱﾎﾞ ｺｳﾀﾛｳ 御殿場ＲＣ ｺﾞﾃﾝﾊﾞRC
男子 5000m 481 坡下  洋介 ﾊｼﾀ ﾖｳｽｹ 御殿場ＲＣ ｺﾞﾃﾝﾊﾞRC



男子 5000m 483 駒井    晃 ｺﾏｲ ｱｷﾗ 御殿場ＲＣ ｺﾞﾃﾝﾊﾞRC
男子 1500m 485 高山  将司 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻｼ 御殿場ＲＣ ｺﾞﾃﾝﾊﾞRC
男子 100m 489 荒井アジア ｱﾗｲ ｱｼﾞｱ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 4×100mR 489 荒井アジア ｱﾗｲ ｱｼﾞｱ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 100m 493 菊間    直 ｷｸﾏ ｽﾅｵ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 400mH 495 鈴木  大地 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 100m 496 四之宮正一 ｼﾉﾐﾔ ﾏｻｶｽﾞ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 1500m 497 福島有太郎 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾀﾛｳ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 100m 499 川端  友也 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓﾔ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 4×100mR 499 川端  友也 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓﾔ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 800m 500 土屋  拓巳 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 円盤投 501 大高  輝帆 ｵｵﾀｶ ﾃﾙﾎ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 100m 502 肥田  隆弘 ﾋﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 4×100mR 502 肥田  隆弘 ﾋﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 100m 503 中村  洸一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 4×100mR 503 中村  洸一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 100m 504 児島  大樹 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 4×100mR 504 児島  大樹 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 100m 505 四之宮冬聖 ｼﾉﾐﾔ ﾄｱ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 走幅跳 505 四之宮冬聖 ｼﾉﾐﾔ ﾄｱ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 ハンマー投 506 稲葉  良輔 ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 100m 539 多家  真生 ﾀｶﾞ ﾏｷ ＢＤＰ ﾋﾞｰﾃﾞｨｰﾋﾟｰ
男子 走幅跳 539 多家  真生 ﾀｶﾞ ﾏｷ BDP ﾋﾞｰﾃﾞｨｰﾋﾟｰ
男子 200m 540 渡邉  楽久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｸ ＢＤＰ ﾋﾞｰﾃﾞｨｰﾋﾟｰ
男子 400m 540 渡邉  楽久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾗｸ ＢＤＰ ﾋﾞｰﾃﾞｨｰﾋﾟｰ
男子 走幅跳 544 増田  虎介 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｽｹ BDP ﾋﾞｰﾃﾞｨｰﾋﾟｰ
男子 400m 578 矢部  泰志 ﾔﾍﾞ ﾀｲｼ 駿河ＡＣ ｽﾙｶﾞｴｰｼｰ
男子 800m 578 矢部  泰志 ﾔﾍﾞ ﾀｲｼ 駿河ＡＣ ｽﾙｶﾞｴｰｼｰ
男子 110mH 586 伊郷  明敏 ｲｺﾞｳ ｱｷﾄｼ 駿河ＡＣ ｽﾙｶﾞｴｰｼｰ
男子 三段跳 588 杉山  拓弥 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾔ 駿河AC ｽﾙｶﾞｴｰｼｰ
男子 三段跳 589 江崎    伸 ｴｻｷ ｼﾝ 駿河AC ｽﾙｶﾞｴｰｼｰ
男子 走幅跳 608 瀧口    周 ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾏﾈ 沼津高専 ﾇﾏﾂﾞｺｳｾﾝ
男子 100m 609 塚本  亮祐 ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 5 沼津高専 ﾇﾏﾂﾞｺｳｾﾝ
男子 やり投 610 吉田    彬 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 5 沼津高専 ﾇﾏﾂﾞｺｳｾﾝ
男子 100m 613 齋藤  達志 ｻｲﾄｳ ﾀﾂｼ 5 沼津高専 ﾇﾏﾂﾞｺｳｾﾝ
男子 200m 613 齋藤  達志 ｻｲﾄｳ ﾀﾂｼ 5 沼津高専 ﾇﾏﾂﾞｺｳｾﾝ
男子 400m 616 中山    侑 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶAC
男子 円盤投 622 橋本    瞭 ﾊｼﾓﾄ　ﾘｮｳ 静岡ＡＣ ｼｽﾞｵｶAC
男子 5000m 625 石川  勝敏 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ 滝ケ原自衛隊 ﾀｷｶﾞﾊﾗ
男子 5000m 626 原    由幸 ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 滝ケ原自衛隊 ﾀｷｶﾞﾊﾗ
男子 5000m 629 森口  広也 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ 滝ケ原自衛隊 ﾀｷｶﾞﾊﾗ
男子 5000m 632 八嶋  宏晃 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 滝ケ原自衛隊 ﾀｷｶﾞﾊﾗ
男子 1500m 633 宮平健太郎 ﾐﾔﾋﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 滝ケ原自衛隊 ﾀｷｶﾞﾊﾗ
男子 5000m 633 宮平健太郎 ﾐﾔﾋﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 滝ケ原自衛隊 ﾀｷｶﾞﾊﾗ
男子 5000m 636 柳澤  隼人 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｸｷｮｳ
男子 円盤投 663 加藤  博之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ＪＳＲ ｼﾞｪｲｴｽｱｰﾙ
男子 1500m 666 塩崎  涼平 ｼｵｻﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ Ｎ・Ｓ・Ｒ ｴﾇ･ｴｽ･ｱｰﾙ
男子 110mH 667 真鍋  磨央 ﾏﾅﾍﾞ ﾏｵ Ｎ・Ｓ・Ｒ ｴﾇ･ｴｽ･ｱｰﾙ
男子 走幅跳 668 芹澤  勇気 ｾﾘｻﾞﾜ ﾕｳｷ N・S・R ｴﾇ･ｴｽ･ｱｰﾙ
男子 砲丸投 675 土屋  大輝 ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲｷ 東部AC ﾄｳﾌﾞAC
男子 円盤投 676 荻野  裕太 ｵｷﾞﾉ ﾕｳﾀ 東部AC ﾄｳﾌﾞAC
男子 やり投 677 藤森  隼人 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾔﾄ 東部AC ﾄｳﾌﾞAC
男子 100m 680 大芝  遥也 ｵｵｼﾊﾞ ﾊﾙﾔ 東部AC ﾄｳﾌﾞAC
男子 走幅跳 691 望月紳太郎 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 富士市役所 ﾌｼﾞｼﾔｸｼｮ
男子 110mH 692 相磯  維輝 ｱｲｿ ｲﾌﾞｷ 富士市役所 ﾌｼﾞｼﾔｸｼｮ
男子 走高跳 855 平    龍彦 ﾀｲﾗ ﾀﾂﾋｺ 東部教員クラブ ﾄｳﾌﾞｷｮｳｲﾝ
男子 100m 1040 本間  暖大 ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾄ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
男子 200m 1040 本間  暖大 ﾎﾝﾏ ﾊﾙﾄ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
女子 800m 1040 木下小百合 ｷﾉｼﾀ ｻﾕﾘ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
女子 1500m 1040 木下小百合 ｷﾉｼﾀ ｻﾕﾘ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
男子 800m 1041 大橋    歩 ｵｵﾊｼ ｱﾕﾑ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
男子 1500m 1041 大橋    歩 ｵｵﾊｼ ｱﾕﾑ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
女子 1500m 1041 山田  ゆい ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
女子 5000m 1041 山田  ゆい ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
男子 5000m 1042 夛々    礼 ﾀﾀﾞ ﾚｲ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
男子 3000mSC 1042 夛々    礼 ﾀﾀﾞ ﾚｲ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
女子 1500m 1042 菊地  菜央 ｷｸﾁ ﾅｵ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
女子 5000m 1042 菊地  菜央 ｷｸﾁ ﾅｵ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
男子 やり投 1043 中山  裕暉 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
女子 円盤投 1043 平川  優月 ﾋﾗｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ



高校男子 砲丸投 1043 中山  裕暉 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
男子 やり投 1044 佐藤  望海 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
高校男子 円盤投 1044 佐藤  望海 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 高3 下田高 ｼﾓﾀﾞ
女子 100mH 1075 生井  志佳 ﾅﾏｲ ﾓﾄｶ 高3 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
女子 400mH 1075 生井  志佳 ﾅﾏｲ ﾓﾄｶ 高3 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
女子 100m 1076 土屋  楓蘭 ﾂﾁﾔ ﾌｳｶ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
女子 ハンマー投 1076 土屋  楓蘭 ﾂﾁﾔ ﾌｳｶ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
女子 やり投 1076 土屋  楓蘭 ﾂﾁﾔ ﾌｳｶ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
女子 800m 1079 土屋聖吏葉 ﾂﾁﾔ　ｾﾘﾊ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
女子 1500m 1079 土屋聖吏葉 ﾂﾁﾔ　ｾﾘﾊ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
男子 1500m 1091 稲葉  初樹 ｲﾅﾊﾞ ﾓﾄｷ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 やり投 1092 山本  将大 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 円盤投 1092 高木    悠 ﾀｶｷ ﾕｳ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 やり投 1092 高木    悠 ﾀｶｷ ﾕｳ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
高校男子 ハンマー投 1093 福本拳士郎 ﾌｸﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 砲丸投 1094 小川  晴美 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾐ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 やり投 1094 小川  晴美 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾐ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
高校男子 円盤投 1094 齋藤  大志 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｼ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1095 肥田  雅伊 ﾋﾀﾞ ｶﾞｲ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 三段跳 1095 肥田  雅伊 ﾋﾀﾞ ｶﾞｲ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 やり投 1096 眞野  真大 ﾏﾉ ﾏｵ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 走高跳 1096 波出石咲幸 ﾊﾃﾞｲｼ ｻﾕｷ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 800m 1097 関    公貴 ｾｷ ｺｳｷ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 1500m 1097 関    公貴 ｾｷ ｺｳｷ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1097 関    公貴 ｾｷ ｺｳｷ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 800m 1097 齋藤  花帆 ｻｲﾄｳ ｶﾎ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 1500m 1097 齋藤  花帆 ｻｲﾄｳ ｶﾎ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 1500m 1098 平野  勇輝 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 5000m 1098 平野  勇輝 ﾋﾗﾉ ﾕｳｷ 高3 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 100m 1101 柏村  悠人 ｶｼﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 200m 1101 柏村  悠人 ｶｼﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1101 柏村  悠人 ｶｼﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1101 柏村  悠人 ｶｼﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 100m 1101 植松  沙央 ｳｴﾏﾂ ｻｵ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 200m 1101 植松  沙央 ｳｴﾏﾂ ｻｵ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 100m 1102 窪田  春翔 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾄ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 1500m 1102 窪田  春翔 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾄ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 100m 1102 大竹  真鈴 ｵｵﾀｹ ﾏﾘﾝ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 200m 1102 大竹  真鈴 ｵｵﾀｹ ﾏﾘﾝ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 100m 1103 酒井  瑠佳 ｻｶｲ ﾙｶ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 200m 1103 酒井  瑠佳 ｻｶｲ ﾙｶ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×100mR 1103 酒井  瑠佳 ｻｶｲ ﾙｶ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 400m 1104 島﨑  紗希 ｼﾏｻﾞｷ ｻｷ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 800m 1104 島﨑  紗希 ｼﾏｻﾞｷ ｻｷ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 100m 1105 高橋  和実 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 200m 1105 高橋  和実 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1105 高橋  和実 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1105 高橋  和実 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 100m 1105 関    碧波 ｾｷ ｱｵﾊﾞ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×100mR 1105 関    碧波 ｾｷ ｱｵﾊﾞ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 走幅跳 1105 関    碧波 ｾｷ ｱｵﾊﾞ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 100mH 1106 藤田愛以花 ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×100mR 1106 藤田愛以花 ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×400mR 1106 藤田愛以花 ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 走高跳 1106 藤田愛以花 ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 走幅跳 1106 藤田愛以花 ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 200m 1107 伊東  胡桃 ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 400m 1107 伊東  胡桃 ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×100mR 1107 伊東  胡桃 ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×400mR 1107 伊東  胡桃 ｲﾄｳ ｸﾙﾐ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 100m 1108 駒谷  小春 ｺﾏﾀﾆ ｺﾊﾙ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 100mH 1108 駒谷  小春 ｺﾏﾀﾆ ｺﾊﾙ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 800m 1109 丹沢  李子 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾘｺ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 1500m 1109 丹沢  李子 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾘｺ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 100m 1110 深澤ひかる ﾌｶｻﾜ ﾋｶﾙ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 走高跳 1110 深澤ひかる ﾌｶｻﾜ ﾋｶﾙ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 400m 1113 井原  乙葉 ｲﾊﾗ ｵﾄﾊ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
女子 800m 1113 井原  乙葉 ｲﾊﾗ ｵﾄﾊ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 やり投 1119 鳥澤  快斗 ﾄﾘｻﾜ ｶｲﾄ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
高校男子 砲丸投 1119 鳥澤  快斗 ﾄﾘｻﾜ ｶｲﾄ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ



高校男子 円盤投 1119 鳥澤  快斗 ﾄﾘｻﾜ ｶｲﾄ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
男子 1500m 1120 平山    翔 ﾋﾗﾔﾏ ｼｮｳ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
男子 5000m 1120 平山    翔 ﾋﾗﾔﾏ ｼｮｳ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
男子 100m 1121 三浦  大和 ﾐｳﾗ ﾔﾏﾄ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
男子 200m 1121 三浦  大和 ﾐｳﾗ ﾔﾏﾄ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
男子 200m 1122 田村健太郎 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
男子 400m 1122 田村健太郎 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
男子 800m 1130 小澤  旭永 ｵｻﾞﾜ　ｱｷﾉﾘ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
男子 1500m 1130 小澤  旭永 ｵｻﾞﾜ　ｱｷﾉﾘ 高2 稲取高 ｲﾅﾄﾘ
男子 100m 1141 椿    雄聖 ﾂﾊﾞｷ ﾕｳｾｲ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1141 椿    雄聖 ﾂﾊﾞｷ ﾕｳｾｲ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1141 椿    雄聖 ﾂﾊﾞｷ ﾕｳｾｲ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 走幅跳 1141 椿    雄聖 ﾂﾊﾞｷ ﾕｳｾｲ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 三段跳 1141 椿    雄聖 ﾂﾊﾞｷ ﾕｳｾｲ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 100m 1142 外岡  琉珂 ﾄﾉｵｶ ﾙｶ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1142 外岡  琉珂 ﾄﾉｵｶ ﾙｶ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1142 外岡  琉珂 ﾄﾉｵｶ ﾙｶ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 三段跳 1142 外岡  琉珂 ﾄﾉｵｶ ﾙｶ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 100m 1143 西岡  想太 ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1143 西岡  想太 ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1143 西岡  想太 ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 走幅跳 1143 西岡  想太 ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
高校男子 砲丸投 1144 森    優一 ﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 高2 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
高校男子 砲丸投 1145 平野    航 ﾋﾗﾉ ﾜﾀﾙ 高1 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
高校男子 円盤投 1145 平野    航 ﾋﾗﾉ ﾜﾀﾙ 高1 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 円盤投 1146 長田  愛瑠 ｵｻﾀﾞ ｱｲﾙ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
女子 ハンマー投 1146 長田  愛瑠 ｵｻﾀﾞ ｱｲﾙ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
女子 走高跳 1147 渡邊  聖夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｶ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
女子 400m 1160 後藤  真衣 ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 高2 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
女子 400mH 1160 後藤  真衣 ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 高2 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 400m 1163 長田  陽向 ｵｻﾀﾞ ﾋﾅﾀ 高2 伊東商高 ｲﾄｳｼｮｳ
女子 ハンマー投 1171 熊田    遥 ｸﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 高3 熱海高 ｱﾀﾐ
女子 やり投 1171 熊田    遥 ｸﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 高3 熱海高 ｱﾀﾐ
男子 110mH 1201 飯田  太陽 ｲｲﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 高2 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1201 飯田  太陽 ｲｲﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 高2 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 5000m 1203 小野  凌雅 ｵﾉ ﾘｮｳｶﾞ 高2 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 3000mSC 1203 小野  凌雅 ｵﾉ ﾘｮｳｶﾞ 高2 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
高校男子 ハンマー投 1204 白井  大樹 ｼﾗｲ ﾀｲｼﾞｭ 高2 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 1500m 1211 及川  海音 ｵｲｶﾜ ｶｲﾄ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 5000m 1211 及川  海音 ｵｲｶﾜ ｶｲﾄ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
女子 100mH 1211 菊地  夏希 ｷｸﾁ ﾅﾂｷ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
女子 走高跳 1211 菊地  夏希 ｷｸﾁ ﾅﾂｷ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
女子 砲丸投 1211 菊地  夏希 ｷｸﾁ ﾅﾂｷ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 100m 1212 山口  凛久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 200m 1212 山口  凛久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1212 山口  凛久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
女子 100m 1212 芹澤  梨帆 ｾﾘｻﾞﾜ ﾘﾎ 高1 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 100m 1213 下田琳太郎 ｼﾓﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1213 下田琳太郎 ｼﾓﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 100m 1214 長谷川嵐士 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾗｼ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 200m 1214 長谷川嵐士 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾗｼ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 400m 1214 長谷川嵐士 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾗｼ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1214 長谷川嵐士 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾗｼ 高1 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 100m 1221 石井  愛士 ｲｼｲ ｱｲｼﾞ 高2 熱海高 ｱﾀﾐ
男子 200m 1221 石井  愛士 ｲｼｲ ｱｲｼﾞ 高2 熱海高 ｱﾀﾐ
男子 やり投 1221 石井  愛士 ｲｼｲ ｱｲｼﾞ 高2 熱海高 ｱﾀﾐ
男子 1500m 1222 森    知明 ﾓﾘ ﾄﾓｱｷ 高3 熱海高 ｱﾀﾐ
男子 5000m 1222 森    知明 ﾓﾘ ﾄﾓｱｷ 高3 熱海高 ｱﾀﾐ
高校男子 砲丸投 1223 土田  楓真 ﾂﾁﾀﾞ ﾌｳﾏ 高2 熱海高 ｱﾀﾐ
高校男子 円盤投 1223 土田  楓真 ﾂﾁﾀﾞ ﾌｳﾏ 高2 熱海高 ｱﾀﾐ
高校男子 ハンマー投 1223 土田  楓真 ﾂﾁﾀﾞ ﾌｳﾏ 高2 熱海高 ｱﾀﾐ
女子 100m 1241 桒原  夢乃 ｸﾜﾊﾗ ﾕﾉ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 200m 1241 桒原  夢乃 ｸﾜﾊﾗ ﾕﾉ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×100mR 1241 桒原  夢乃 ｸﾜﾊﾗ ﾕﾉ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×400mR 1241 桒原  夢乃 ｸﾜﾊﾗ ﾕﾉ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 400mH 1243 前島  桃佳 ﾏｴｼﾞﾏ　ﾓﾓｶ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×100mR 1243 前島  桃佳 ﾏｴｼﾞﾏ　ﾓﾓｶ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×400mR 1243 前島  桃佳 ﾏｴｼﾞﾏ　ﾓﾓｶ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 棒高跳 1245 望月  菖心 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔﾐ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 200m 1246 深澤  香琳 ﾌｶｻﾜ ｶﾘﾝ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ



女子 400m 1246 深澤  香琳 ﾌｶｻﾜ ｶﾘﾝ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 100m 1251 石井    響 ｲｼｲ ﾋﾋﾞｷ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 200m 1251 石井    響 ｲｼｲ ﾋﾋﾞｷ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×100mR 1251 石井    響 ｲｼｲ ﾋﾋﾞｷ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×400mR 1251 石井    響 ｲｼｲ ﾋﾋﾞｷ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×100mR 1253 小林  美月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×400mR 1253 小林  美月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 走高跳 1253 小林  美月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 三段跳 1253 小林  美月 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 1500m 1255 廣瀬    楓 ﾋﾛｾ ｶｴﾃﾞ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 5000m 1255 廣瀬    楓 ﾋﾛｾ ｶｴﾃﾞ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×400mR 1255 廣瀬    楓 ﾋﾛｾ ｶｴﾃﾞ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 1500m 1256 濱村  心媛 ﾊﾏﾑﾗ ｺｺﾛ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 5000m 1256 濱村  心媛 ﾊﾏﾑﾗ ｺｺﾛ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 800m 1257 岩渕ほのか ｲﾜﾌﾞﾁ ﾎﾉｶ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 1500m 1257 岩渕ほのか ｲﾜﾌﾞﾁ ﾎﾉｶ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 1500m 1258 上野  杏林 ｳｴﾉ ｱﾝｽﾞ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 5000m 1258 上野  杏林 ｳｴﾉ ｱﾝｽﾞ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 800m 1259 播磨  菜々 ﾊﾘﾏ ﾅﾅ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 1500m 1259 播磨  菜々 ﾊﾘﾏ ﾅﾅ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×100mR 1271 田口小夢希 ﾀｸﾞﾁ ｺﾕｷ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×400mR 1271 田口小夢希 ﾀｸﾞﾁ ｺﾕｷ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 走高跳 1271 田口小夢希 ﾀｸﾞﾁ ｺﾕｷ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 三段跳 1271 田口小夢希 ﾀｸﾞﾁ ｺﾕｷ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×100mR 1272 三枝  未希 ｻｲｸﾞｻ ﾐｷ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×400mR 1272 三枝  未希 ｻｲｸﾞｻ ﾐｷ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 走幅跳 1272 三枝  未希 ｻｲｸﾞｻ ﾐｷ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 三段跳 1272 三枝  未希 ｻｲｸﾞｻ ﾐｷ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 100m 1274 佐野  晴菜 ｻﾉ ﾊﾙﾅ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×100mR 1274 佐野  晴菜 ｻﾉ ﾊﾙﾅ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×400mR 1274 佐野  晴菜 ｻﾉ ﾊﾙﾅ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 800m 1277 井上  汐莉 ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 1500m 1277 井上  汐莉 ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×400mR 1277 井上  汐莉 ｲﾉｳｴ ｼｵﾘ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 100m 1279 栗田  高椰 ｸﾘﾀ ｺｳﾔ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 4×100mR 1279 栗田  高椰 ｸﾘﾀ ｺｳﾔ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 三段跳 1279 栗田  高椰 ｸﾘﾀ ｺｳﾔ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
女子 5000m 1279 上野    萌 ｳｴﾉ ﾓｴ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 1500m 1280 斎藤  愛莉 ｻｲﾄｳ ｱｲﾘ 高1 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 走幅跳 1281 柿本  羅奈 ｶｷﾓﾄ ﾗﾅ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
女子 三段跳 1281 柿本  羅奈 ｶｷﾓﾄ ﾗﾅ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
女子 走幅跳 1282 小林    詩 ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾀ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
女子 100m 1283 石井  満琉 ｲｼｲ ﾐﾁﾙ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
女子 走幅跳 1283 石井  満琉 ｲｼｲ ﾐﾁﾙ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
女子 円盤投 1284 佐瀬  綾佳 ｻｾ ｱﾔｶ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
男子 800m 1285 宮澤  侑世 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 高2 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 1500m 1285 宮澤  侑世 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 高2 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 4×100mR 1285 宮澤  侑世 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 高2 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 ハンマー投 1288 長谷川  怜 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
高校男子 砲丸投 1288 長谷川  怜 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
女子 走幅跳 1288 山口  伶花 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｶ 高2 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
女子 三段跳 1288 山口  伶花 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｲｶ 高2 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
女子 やり投 1289 白澤    桜 ｼﾗｻﾜ ﾊﾙ 高2 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 1290 神谷  浩太 ｶﾐﾔ ｺｳﾀ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 走幅跳 1290 神谷  浩太 ｶﾐﾔ ｺｳﾀ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
女子 800m 1291 髙木  帆花 ﾀｶｷﾞ ﾎﾉｶ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×400mR 1291 髙木  帆花 ﾀｶｷﾞ ﾎﾉｶ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×100mR 1292 平田    明 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 走幅跳 1292 平田    明 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 三段跳 1292 平田    明 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ 高3 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
女子 4×100mR 1292 朝日  心春 ｱｻﾋ ｺﾊﾙ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 走幅跳 1292 朝日  心春 ｱｻﾋ ｺﾊﾙ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×100mR 1293 遠藤  実澄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾄ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 走幅跳 1293 遠藤  実澄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾄ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 100mH 1294 山崎瑛里奈 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘﾅ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 400mH 1294 山崎瑛里奈 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘﾅ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×100mR 1294 山崎瑛里奈 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘﾅ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×100mR 1295 澤山  耀志 ｻﾜﾔﾏ ﾖｳｼﾞ 高2 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 走高跳 1295 澤山  耀志 ｻﾜﾔﾏ ﾖｳｼﾞ 高2 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 100m 1296 和久田英汰 ﾜｸﾀﾞ ｴｲﾀ 高2 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ



男子 200m 1296 和久田英汰 ﾜｸﾀﾞ ｴｲﾀ 高2 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 4×100mR 1296 和久田英汰 ﾜｸﾀﾞ ｴｲﾀ 高2 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
女子 400m 1296 勝又心々菜 ｶﾂﾏﾀ ｺｺﾅ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 400mH 1296 勝又心々菜 ｶﾂﾏﾀ ｺｺﾅ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×100mR 1296 勝又心々菜 ｶﾂﾏﾀ ｺｺﾅ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×400mR 1296 勝又心々菜 ｶﾂﾏﾀ ｺｺﾅ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 200m 1297 高三  優希 ﾀｶｻﾝ ﾕｷ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 400m 1297 高三  優希 ﾀｶｻﾝ ﾕｷ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×100mR 1297 高三  優希 ﾀｶｻﾝ ﾕｷ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×400mR 1297 高三  優希 ﾀｶｻﾝ ﾕｷ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 400m 1298 佐野  愛心 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 800m 1298 佐野  愛心 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×400mR 1298 佐野  愛心 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 800m 1299 城戸  心羽 ｷﾄﾞｺﾊﾈ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 1500m 1299 城戸  心羽 ｷﾄﾞｺﾊﾈ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×400mR 1299 城戸  心羽 ｷﾄﾞｺﾊﾈ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 3000mSC 1301 大嶽  昂士 ｵｵﾀｹ ｺｳｼ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 800m 1301 遠藤萌々花 ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 1500m 1301 遠藤萌々花 ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×400mR 1301 遠藤萌々花 ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 やり投 1302 田畑  圭梧 ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
高校男子 円盤投 1302 田畑  圭梧 ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
高校男子 ハンマー投 1302 田畑  圭梧 ﾀﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 100m 1303 西山  拓真 ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾏ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 200m 1303 西山  拓真 ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾏ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×100mR 1303 西山  拓真 ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾏ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×400mR 1303 西山  拓真 ﾆｼﾔﾏ ﾀｸﾏ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 200m 1304 上村  亮太 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 400m 1304 上村  亮太 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×400mR 1304 上村  亮太 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 800m 1305 奥山  想太 ｵｸﾔﾏ ｿｳﾀ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 1500m 1305 奥山  想太 ｵｸﾔﾏ ｿｳﾀ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 1500m 1306 小池  湧都 ｺｲｹ ﾕｳﾄ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 5000m 1306 小池  湧都 ｺｲｹ ﾕｳﾄ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 1500m 1307 高林    蓮 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 5000m 1307 高林    蓮 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 5000m 1308 堀部  隼暉 ﾎﾘﾍﾞ ｼｭﾝｷ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 3000mSC 1308 堀部  隼暉 ﾎﾘﾍﾞ ｼｭﾝｷ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 400m 1309 濵田  洸瑠 ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 800m 1309 濵田  洸瑠 ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×400mR 1309 濵田  洸瑠 ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 110mH 1310 吉海  慶斗 ﾖｼｳﾐ ｹｲﾄ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 走幅跳 1310 吉海  慶斗 ﾖｼｳﾐ ｹｲﾄ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 やり投 1310 吉海  慶斗 ﾖｼｳﾐ ｹｲﾄ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 5000m 1311 佐藤  滉大 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 3000mSC 1311 佐藤  滉大 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100mH 1311 長澤  千尋 ﾅｶﾞｻﾜ ﾁﾋﾛ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 400mH 1311 長澤  千尋 ﾅｶﾞｻﾜ ﾁﾋﾛ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 4×400mR 1311 長澤  千尋 ﾅｶﾞｻﾜ ﾁﾋﾛ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 800m 1312 山口  翔平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 1500m 1312 山口  翔平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×400mR 1312 山口  翔平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100m 1312 近藤  裕佳 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 100mH 1312 近藤  裕佳 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 4×400mR 1312 近藤  裕佳 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 走高跳 1313 古瀬  龍聖 ﾌﾙｾ ﾘｭｳｾｲ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 やり投 1313 古瀬  龍聖 ﾌﾙｾ ﾘｭｳｾｲ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 400m 1313 下山菜々子 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾅｺ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 800m 1313 下山菜々子 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾅｺ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 4×400mR 1313 下山菜々子 ｼﾓﾔﾏ ﾅﾅｺ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 100m 1314 山本小太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 200m 1314 山本小太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×100mR 1314 山本小太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 800m 1314 加藤  佳怜 ｶﾄｳ ｶﾚﾝ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 1500m 1314 加藤  佳怜 ｶﾄｳ ｶﾚﾝ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 4×400mR 1314 加藤  佳怜 ｶﾄｳ ｶﾚﾝ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 200m 1315 吉村  昂大 ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾀ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 400m 1315 吉村  昂大 ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾀ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 800m 1315 秋山ことね ｱｷﾔﾏ ｺﾄﾈ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 1500m 1315 秋山ことね ｱｷﾔﾏ ｺﾄﾈ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ



女子 4×400mR 1315 秋山ことね ｱｷﾔﾏ ｺﾄﾈ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 100m 1316 柿島  康佑 ｶｷｼﾏ ｺｳｽｹ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 走幅跳 1316 柿島  康佑 ｶｷｼﾏ ｺｳｽｹ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×400mR 1316 小野  智陽 ｵﾉ ﾁﾊﾙ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 走高跳 1316 小野  智陽 ｵﾉ ﾁﾊﾙ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 100m 1317 田中  遥陽 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾋ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 200m 1317 田中  遥陽 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾋ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×100mR 1317 田中  遥陽 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾋ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100m 1317 鈴木  那奈 ｽｽﾞｷ ﾅﾅ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 砲丸投 1317 鈴木  那奈 ｽｽﾞｷ ﾅﾅ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 100m 1318 山田  陽太 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 200m 1318 山田  陽太 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×100mR 1318 山田  陽太 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 1500m 1336 野田  大空 ﾉﾀﾞ ｿﾗ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 5000m 1336 野田  大空 ﾉﾀﾞ ｿﾗ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100m 1336 赤尾友里愛 ｱｶｵ ﾕﾘｱ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 走高跳 1336 赤尾友里愛 ｱｶｵ ﾕﾘｱ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1337 長田遼太郎 ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 400m 1337 長田遼太郎 ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×100mR 1337 長田遼太郎 ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×400mR 1337 長田遼太郎 ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100m 1337 酒井  紅葉 ｻｶｲ ｸﾚﾊ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 200m 1337 酒井  紅葉 ｻｶｲ ｸﾚﾊ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 1337 酒井  紅葉 ｻｶｲ ｸﾚﾊ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400mH 1338 関    嵩大 ｾｷ ｼｭｳﾄ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×400mR 1338 関    嵩大 ｾｷ ｼｭｳﾄ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100m 1338 土屋  果蓮 ﾂﾁﾔ ｶﾚﾝ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 200m 1338 土屋  果蓮 ﾂﾁﾔ ｶﾚﾝ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 1338 土屋  果蓮 ﾂﾁﾔ ｶﾚﾝ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1339 河西  史哉 ｶﾜﾆｼ ﾌﾐﾔ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 走幅跳 1339 河西  史哉 ｶﾜﾆｼ ﾌﾐﾔ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 三段跳 1339 河西  史哉 ｶﾜﾆｼ ﾌﾐﾔ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100m 1339 櫻庭  琴乃 ｻｸﾗﾊﾞ ｺﾄﾉ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 200m 1339 櫻庭  琴乃 ｻｸﾗﾊﾞ ｺﾄﾉ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 1339 櫻庭  琴乃 ｻｸﾗﾊﾞ ｺﾄﾉ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×400mR 1339 櫻庭  琴乃 ｻｸﾗﾊﾞ ｺﾄﾉ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 走高跳 1340 小川  悠斗 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 三段跳 1340 小川  悠斗 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 1500m 1347 眞田ひかる ｻﾅﾀﾞ ﾋｶﾙ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 5000m 1347 眞田ひかる ｻﾅﾀﾞ ﾋｶﾙ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 1500m 1348 武田  梨子 ﾀｹﾀﾞ ﾘｺ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 5000m 1348 武田  梨子 ﾀｹﾀﾞ ﾘｺ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 200m 1349 御宿ありす ﾐｼｭｸ ｱﾘｽ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 400m 1349 御宿ありす ﾐｼｭｸ ｱﾘｽ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×400mR 1349 御宿ありす ﾐｼｭｸ ｱﾘｽ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 砲丸投 1352 深瀬  紗子 ﾌｶｾ ｻﾖｺ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 円盤投 1352 深瀬  紗子 ﾌｶｾ ｻﾖｺ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 やり投 1352 深瀬  紗子 ﾌｶｾ ｻﾖｺ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 400m 1356 武田  亜子 ﾀｹﾀﾞ ｱｺ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 800m 1356 武田  亜子 ﾀｹﾀﾞ ｱｺ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×400mR 1356 武田  亜子 ﾀｹﾀﾞ ｱｺ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 1500m 1357 勝又  姫結 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾕ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 1500m 1359 久松  結夏 ﾋｻﾏﾂ ﾕｳｶ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 200m 1360 土屋  梨奈 ﾂﾁﾔ ﾘﾅ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 400m 1360 土屋  梨奈 ﾂﾁﾔ ﾘﾅ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×400mR 1360 土屋  梨奈 ﾂﾁﾔ ﾘﾅ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 200m 1361 丹澤  来羽 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾗｲﾊ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 400m 1361 丹澤  来羽 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾗｲﾊ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 1361 丹澤  来羽 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾗｲﾊ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×400mR 1361 丹澤  来羽 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾗｲﾊ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 200m 1362 井出  咲来 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 100mH 1362 井出  咲来 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 1362 井出  咲来 ｲﾃﾞ ｻｸﾗ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 800m 1362 溝田  康貴 ﾐｿﾞﾀ ｺｳｷ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 1500m 1362 溝田  康貴 ﾐｿﾞﾀ ｺｳｷ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 100m 1363 杉山  絢音 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔﾈ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 200m 1363 杉山  絢音 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔﾈ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 1363 杉山  絢音 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔﾈ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×400mR 1363 杉山  絢音 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔﾈ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 1500m 1363 杉山  恭平 ｽｷﾞﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ



男子 5000m 1363 杉山  恭平 ｽｷﾞﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 1500m 1364 藤田    悠 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 5000m 1364 藤田    悠 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 1500m 1365 中村  由奈 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 5000m 1365 中村  由奈 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾅ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 1500m 1365 山田  晴翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 5000m 1365 山田  晴翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 800m 1366 藤田  咲良 ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 1500m 1366 藤田  咲良 ﾌｼﾞﾀ ｻｸﾗ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 1500m 1366 本村  啓人 ﾓﾄﾑﾗ ｹｲﾄ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 5000m 1366 本村  啓人 ﾓﾄﾑﾗ ｹｲﾄ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 800m 1367 大沼  乃愛 ｵｵﾇﾏ ﾉｱ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 1500m 1367 大沼  乃愛 ｵｵﾇﾏ ﾉｱ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 1500m 1367 松田  拓也 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 5000m 1367 松田  拓也 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 1500m 1368 小澤  心羽 ｵｻﾞﾜ ｺﾊﾈ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 5000m 1368 小澤  心羽 ｵｻﾞﾜ ｺﾊﾈ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400m 1368 遠藤  尊也 ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾅ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 800m 1368 遠藤  尊也 ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾅ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 4×400mR 1368 遠藤  尊也 ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾅ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 1500m 1369 後藤    凜 ｺﾞﾄｳ ﾘﾝ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 5000m 1369 後藤    凜 ｺﾞﾄｳ ﾘﾝ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 1369 古賀桜太郎 ｺｶﾞ ｵｳﾀﾛｳ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 走幅跳 1369 古賀桜太郎 ｺｶﾞ ｵｳﾀﾛｳ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 1500m 1370 稲田  彩花 ｲﾅﾀﾞ ｲﾛﾊ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 5000m 1370 稲田  彩花 ｲﾅﾀﾞ ｲﾛﾊ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 1370 渡邉    樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 やり投 1370 渡邉    樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 ハンマー投 1371 秋山二コル ｱｷﾔﾏ ﾆｺﾙ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 3000mSC 1371 藤邉  心海 ﾌｼﾞﾍﾞ ｼﾝｶｲ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 1500m 1372 関    美澪 ｾｷ ﾐｵ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 800m 1373 吉田  来百 ﾖｼﾀﾞ ｺﾄ 高1 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 1500m 1374 小黒  琴美 ｵｸﾞﾛ ｺﾄﾐ 高1 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 400m 1377 高橋  コウ ﾀｶﾊｼ ｺｳ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 800m 1377 高橋  コウ ﾀｶﾊｼ ｺｳ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 4×400mR 1377 高橋  コウ ﾀｶﾊｼ ｺｳ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 1500m 1378 赤枝  慶一 ｱｶｴﾀﾞ ｹｲｲﾁ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 3000mSC 1379 勝呂  英太 ｽｸﾞﾛ ｴｲﾀ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 砲丸投 1380 上原  海斗 ｳｴﾊﾗ ｶｲﾄ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 ハンマー投 1380 上原  海斗 ｳｴﾊﾗ ｶｲﾄ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 400m 1381 土屋  芽生 ﾂﾁﾔ ﾒｲ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 800m 1381 土屋  芽生 ﾂﾁﾔ ﾒｲ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 400m 1381 渡邊  楓翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 4×400mR 1381 渡邊  楓翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 5000m 1382 守塚  梨奈 ﾓﾘﾂｶ ﾘﾅ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 3000mSC 1382 勝又  健太 ｶﾂﾏﾀ ｹﾝﾀ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 100m 1383 神田  七海 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 200m 1383 神田  七海 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 3000mSC 1383 小澤  啓吾 ｵｻﾞﾜ ｹｲｺﾞ 高3 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 1500m 1384 漆原  幹人 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾐｷﾄ 高1 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 1500m 1385 片岡  優花 ｶﾀｵｶ ﾕｳｶ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 1500m 1385 出田  義貴 ｲﾃﾞﾀ ﾖｼｷ 高1 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 200m 1386 今川  大輝 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 高1 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 400m 1386 今川  大輝 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 高1 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 円盤投 1387 梅澤  佑月 ｳﾒｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 ハンマー投 1387 梅澤  佑月 ｳﾒｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 やり投 1387 梅澤  佑月 ｳﾒｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 1500m 1387 川村  駿斗 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高1 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 5000m 1387 川村  駿斗 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾔﾄ 高1 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 100m 1388 住田  知優 ｽﾐﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 走幅跳 1388 住田  知優 ｽﾐﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 100m 1389 大石  愛佳 ｵｵｲｼ ｱｲｶ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 200m 1389 大石  愛佳 ｵｵｲｼ ｱｲｶ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 800m 1390 菅尾    藍 ｽｶﾞｵ ﾗﾝ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 1500m 1390 菅尾    藍 ｽｶﾞｵ ﾗﾝ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 200m 1395 田中  響亮 ﾀﾅｶ ﾅﾘｱｷ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
男子 400m 1395 田中  響亮 ﾀﾅｶ ﾅﾘｱｷ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
男子 やり投 1396 大竹  悠太 ｵｵﾀｹ ﾕｳﾀ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
男子 やり投 1397 今野  広睦 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾑ 高2 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
男子 5000m 1413 河内  道光 ｺｳﾁ ﾐﾁｱｷ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ



男子 100m 1414 平松  拓磨 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｸﾏ 高1 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 200m 1414 平松  拓磨 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｸﾏ 高1 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×100mR 1414 平松  拓磨 ﾋﾗﾏﾂ ﾀｸﾏ 高1 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 100m 1415 野中  謙斗 ﾉﾅｶ ｹﾝﾄ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 200m 1415 野中  謙斗 ﾉﾅｶ ｹﾝﾄ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 1500m 1416 赤坂  侑磨 ｱｶｻｶ ﾕｳﾏ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 5000m 1416 赤坂  侑磨 ｱｶｻｶ ﾕｳﾏ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
高校男子 円盤投 1418 菅沼たかし ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｶｼ 高1 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
高校男子 ハンマー投 1418 菅沼たかし ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｶｼ 高1 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 100m 1419 大箸  航希 ｵｵﾊｼ ｺｳｷ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×100mR 1419 大箸  航希 ｵｵﾊｼ ｺｳｷ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
高校男子 円盤投 1424 内藤  晄斗 ﾅｲﾄｳ ｱｷﾄ 高1 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
高校男子 ハンマー投 1424 内藤  晄斗 ﾅｲﾄｳ ｱｷﾄ 高1 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 400m 1426 佐竹  結月 ｻﾀｹ ﾕﾂﾞｷ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400mH 1426 佐竹  結月 ｻﾀｹ ﾕﾂﾞｷ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1427 増田  琉希 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳｷ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1427 増田  琉希 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳｷ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1427 増田  琉希 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳｷ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 1427 増田  琉希 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳｷ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400m 1428 助川  拓真 ｽｹｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400mH 1428 助川  拓真 ｽｹｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 1428 助川  拓真 ｽｹｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1440 與五澤球也 ﾖｺﾞｻﾜ ｷｭｳﾔ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 走高跳 1440 與五澤球也 ﾖｺﾞｻﾜ ｷｭｳﾔ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1441 高梨  颯士 ﾀｶﾅｼ ﾊﾔﾄ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1444 好岡伸之輔 ﾖｼｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400m 1444 好岡伸之輔 ﾖｼｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1444 好岡伸之輔 ﾖｼｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 1444 好岡伸之輔 ﾖｼｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1446 杉山  遼翔 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾄ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400m 1446 杉山  遼翔 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾄ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 1446 杉山  遼翔 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾄ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1447 梶原  慧人 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 110mH 1447 梶原  慧人 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1447 梶原  慧人 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 1500m 1451 吉川  和輝 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 1500m 1452 岩田  悠空 ｲﾜﾀ ﾕｳｱ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 5000m 1452 岩田  悠空 ｲﾜﾀ ﾕｳｱ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 砲丸投 1454 土屋  至輝 ﾂﾁﾔ ｼｷ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 円盤投 1454 土屋  至輝 ﾂﾁﾔ ｼｷ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
高校男子 ハンマー投 1454 土屋  至輝 ﾂﾁﾔ ｼｷ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 1500m 1455 瀬戸    翼 ｾﾄ ﾂﾊﾞｻ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 5000m 1455 瀬戸    翼 ｾﾄ ﾂﾊﾞｻ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1456 安齋  嘉希 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1456 安齋  嘉希 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1463 近藤  昌也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1463 近藤  昌也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1464 秋元    昴 ｱｷﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1464 秋元    昴 ｱｷﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1464 秋元    昴 ｱｷﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1465 平野  利貴 ﾋﾗﾉ ﾘｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400m 1465 平野  利貴 ﾋﾗﾉ ﾘｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1465 平野  利貴 ﾋﾗﾉ ﾘｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 1465 平野  利貴 ﾋﾗﾉ ﾘｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400m 1466 渡邉  真英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｴｲ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400mH 1466 渡邉  真英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｴｲ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1467 廣瀬  亘洋 ﾋﾛｾ ｺｳﾖｳ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 走幅跳 1467 廣瀬  亘洋 ﾋﾛｾ ｺｳﾖｳ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 三段跳 1467 廣瀬  亘洋 ﾋﾛｾ ｺｳﾖｳ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1468 井上  誠大 ｲﾉｳｴ ｾｲﾀﾞｲ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1468 井上  誠大 ｲﾉｳｴ ｾｲﾀﾞｲ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1469 秋山  達哉 ｱｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 走高跳 1469 秋山  達哉 ｱｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 走幅跳 1469 秋山  達哉 ｱｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 5000m 1470 齋藤    凛 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 3000mSC 1470 齋藤    凛 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 1500m 1471 村上  歩夢 ﾑﾗｶﾐ ｱﾕﾑ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 5000m 1471 村上  歩夢 ﾑﾗｶﾐ ｱﾕﾑ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 800m 1472 藍川  颯太 ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 1500m 1472 藍川  颯太 ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ



男子 1500m 1473 田村  高輝 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 5000m 1473 田村  高輝 ﾀﾑﾗ ｺｳｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 1475 岩淵  真尋 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾏﾋﾛ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 円盤投 1475 岩淵  真尋 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾏﾋﾛ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 やり投 1475 岩淵  真尋 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾏﾋﾛ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 100m 1475 杉本  圭吾 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1475 杉本  圭吾 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 1500m 1476 関野  大空 ｾｷﾉ ｿﾗ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 5000m 1476 関野  大空 ｾｷﾉ ｿﾗ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 1477 辻田さくら ﾂｼﾞﾀ ｻｸﾗ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 走幅跳 1477 辻田さくら ﾂｼﾞﾀ ｻｸﾗ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 100m 1477 岩田  和真 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾏ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1477 岩田  和真 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾏ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 400m 1478 永井  杏樹 ﾅｶﾞｲ ｱﾝｼﾞｭ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 400mH 1478 永井  杏樹 ﾅｶﾞｲ ｱﾝｼﾞｭ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 4×100mR 1478 永井  杏樹 ﾅｶﾞｲ ｱﾝｼﾞｭ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 400m 1478 大石  涼太 ｵｵｲｼ ﾘｮｳﾀ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 800m 1478 大石  涼太 ｵｵｲｼ ﾘｮｳﾀ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1479 沢井  寛人 ｻﾜｲ ﾋﾛﾄ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 110mH 1479 沢井  寛人 ｻﾜｲ ﾋﾛﾄ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1479 沢井  寛人 ｻﾜｲ ﾋﾛﾄ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1480 増田  陽斗 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1480 増田  陽斗 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1480 増田  陽斗 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1481 鍵山  獅穏 ｶｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1481 鍵山  獅穏 ｶｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1481 鍵山  獅穏 ｶｷﾞﾔﾏ ｼｵﾝ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 1482 豊田  詩奈 ﾄﾖﾀﾞ ｼｲﾅ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 走高跳 1482 豊田  詩奈 ﾄﾖﾀﾞ ｼｲﾅ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 100m 1482 佐々木孝太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1482 佐々木孝太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 1482 佐々木孝太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1483 小川耀二郎 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｼﾞﾛｳ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1483 小川耀二郎 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｼﾞﾛｳ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1484 勝呂  勝憲 ｽｸﾞﾛ ｶﾂﾉﾘ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1484 勝呂  勝憲 ｽｸﾞﾛ ｶﾂﾉﾘ 高1 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 やり投 1486 岡部  颯太 ｵｶﾍﾞ ｿｳﾀ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
高校男子 砲丸投 1486 岡部  颯太 ｵｶﾍﾞ ｿｳﾀ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 走高跳 1487 望月  図南 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄﾅﾝ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1488 新村  恵吾 ﾆｲﾑﾗ ｹｲｺﾞ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1488 新村  恵吾 ﾆｲﾑﾗ ｹｲｺﾞ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 1489 中野  沙妃 ﾅｶﾉ ｻｷ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 砲丸投 1489 中野  沙妃 ﾅｶﾉ ｻｷ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 円盤投 1489 中野  沙妃 ﾅｶﾉ ｻｷ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 100m 1489 神南  充希 ｶﾝﾅﾝ ﾐﾂｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1489 神南  充希 ｶﾝﾅﾝ ﾐﾂｷ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 1490 榑松  泰一 ｸﾚﾏﾂ ﾀｲﾁ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 1490 榑松  泰一 ｸﾚﾏﾂ ﾀｲﾁ 高2 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 100m 1491 関根  優衣 ｾｷﾈ ﾕｲ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1491 関根  優衣 ｾｷﾈ ﾕｲ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 走幅跳 1491 関根  優衣 ｾｷﾈ ﾕｲ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 1500m 1492 猪頭  冬花 ｲｶﾞｼﾗ ﾌﾕｶ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 5000m 1492 猪頭  冬花 ｲｶﾞｼﾗ ﾌﾕｶ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 100mH 1493 大島実羽音 ｵｵｼﾏ ﾐﾊﾈ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1493 大島実羽音 ｵｵｼﾏ ﾐﾊﾈ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 走幅跳 1493 大島実羽音 ｵｵｼﾏ ﾐﾊﾈ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1495 河合  玲奈 ｶﾜｲ ﾚｲﾅ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 円盤投 1495 河合  玲奈 ｶﾜｲ ﾚｲﾅ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1497 水下  愛香 ﾐｽﾞｼﾀ ｱｲｶ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 円盤投 1497 水下  愛香 ﾐｽﾞｼﾀ ｱｲｶ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 やり投 1497 水下  愛香 ﾐｽﾞｼﾀ ｱｲｶ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 100m 1498 小林  由美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1498 小林  由美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 100m 1499 小林  潔美 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾐ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1499 小林  潔美 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾐ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 100m 1503 齋藤    歩 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾑ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 200m 1503 齋藤    歩 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾑ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1503 齋藤    歩 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾑ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1503 齋藤    歩 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾑ 高3 知徳高　Ａ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 100m 1504 深澤  侑人 ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾄ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ



男子 200m 1504 深澤  侑人 ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾄ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1504 深澤  侑人 ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾄ 高3 知徳高　Ａ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 200m 1506 久保田龍我 ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｶﾞ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 400m 1506 久保田龍我 ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｶﾞ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1506 久保田龍我 ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｶﾞ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1506 久保田龍我 ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｶﾞ 高3 知徳高　Ａ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 400m 1507 梅原    巧 ｳﾒﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 400mH 1507 梅原    巧 ｳﾒﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1507 梅原    巧 ｳﾒﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1507 梅原    巧 ｳﾒﾊﾗ ﾀｸﾐ 高3 知徳高　Ｂ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 走幅跳 1508 小針  琉稀 ｺﾊﾞﾘ ﾘｭｳｷ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 三段跳 1508 小針  琉稀 ｺﾊﾞﾘ ﾘｭｳｷ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1508 小針  琉稀 ｺﾊﾞﾘ ﾘｭｳｷ 高3 知徳高　Ａ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 100m 1509 芳賀  大志 ﾊｶﾞ ﾀｲｼ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 400m 1509 芳賀  大志 ﾊｶﾞ ﾀｲｼ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1509 芳賀  大志 ﾊｶﾞ ﾀｲｼ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1509 芳賀  大志 ﾊｶﾞ ﾀｲｼ 高3 知徳高　Ｃ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 200m 1510 萩原  佑人 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 400m 1510 萩原  佑人 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1510 萩原  佑人 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1510 萩原  佑人 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 高3 知徳高　Ｂ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 800m 1511 和田  優那 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾅ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 400m 1511 藤本  雅己 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｷ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 400mH 1511 藤本  雅己 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｷ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×400mR 1511 藤本  雅己 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｷ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1511 藤本  雅己 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｷ 高3 知徳高　Ｃ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 100m 1512 永井ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ﾅｶﾞｲ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 200m 1512 永井ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ﾅｶﾞｲ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 4×100mR 1512 永井ｼﾞｪﾆﾌｧｰ ﾅｶﾞｲ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 800m 1512 勝呂  宮馬 ｽｸﾞﾛ ｸｳﾏ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 1500m 1512 勝呂  宮馬 ｽｸﾞﾛ ｸｳﾏ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 100m 1513 鈴木  里海 ｽｽﾞｷ ﾘﾐ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 200m 1513 鈴木  里海 ｽｽﾞｷ ﾘﾐ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 4×100mR 1513 鈴木  里海 ｽｽﾞｷ ﾘﾐ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 4×100mR 1514 廣瀬    葵 ﾋﾛｾ ｱｵｲ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 走幅跳 1514 廣瀬    葵 ﾋﾛｾ ｱｵｲ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 4×100mR 1515 菊池綺羅々 ｷｸﾁ ｷﾗﾗ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 砲丸投 1515 菊池綺羅々 ｷｸﾁ ｷﾗﾗ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 やり投 1515 菊池綺羅々 ｷｸﾁ ｷﾗﾗ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 100m 1515 八木  捷太 ﾔｷﾞ ｼｮｳﾀ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 400m 1515 八木  捷太 ﾔｷﾞ ｼｮｳﾀ 高3 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1515 八木  捷太 ﾔｷﾞ ｼｮｳﾀ 高3 知徳高　Ｃ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 100m 1516 朝木  翔琉 ｱｻｷ ｶｹﾙ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 110mH 1516 朝木  翔琉 ｱｻｷ ｶｹﾙ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1516 朝木  翔琉 ｱｻｷ ｶｹﾙ 高2 知徳高　Ｂ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 走高跳 1517 山田  雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 走幅跳 1517 山田  雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1517 山田  雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 高2 知徳高　Ｂ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 走高跳 1518 小林  海斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 三段跳 1518 小林  海斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1518 小林  海斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 高2 知徳高　Ｃ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 走幅跳 1519 内田  羽稀 ｳﾁﾀﾞ ｳﾌﾞｷ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 三段跳 1519 内田  羽稀 ｳﾁﾀﾞ ｳﾌﾞｷ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 1519 内田  羽稀 ｳﾁﾀﾞ ｳﾌﾞｷ 高2 知徳高　Ｃ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 1500m 1520 加賀爪玲哉 ｶｶﾞﾂﾒ ﾚｲﾔ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 5000m 1520 加賀爪玲哉 ｶｶﾞﾂﾒ ﾚｲﾔ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 ハンマー投 1522 細井  元気 ﾎｿｲ ｹﾞﾝｷ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
高校男子 砲丸投 1522 細井  元気 ﾎｿｲ ｹﾞﾝｷ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
高校男子 円盤投 1522 細井  元気 ﾎｿｲ ｹﾞﾝｷ 高2 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
女子 砲丸投 1525 鈴木万結子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 円盤投 1525 鈴木万結子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 ハンマー投 1525 鈴木万結子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 砲丸投 1526 三浦  愛華 ﾐｳﾗ ｱｲｶ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 円盤投 1526 三浦  愛華 ﾐｳﾗ ｱｲｶ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 ハンマー投 1526 三浦  愛華 ﾐｳﾗ ｱｲｶ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 100m 1527 月岡  愛心 ﾂｷｵｶ ﾏﾅﾐ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 200m 1527 月岡  愛心 ﾂｷｵｶ ﾏﾅﾐ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 4×100mR 1527 月岡  愛心 ﾂｷｵｶ ﾏﾅﾐ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 100m 1528 岩渕  玲奈 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾚﾅ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 4×100mR 1528 岩渕  玲奈 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾚﾅ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ



女子 100m 1531 市川  舞衣 ｲﾁｶﾜ ﾏｲ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1531 市川  舞衣 ｲﾁｶﾜ ﾏｲ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 400m 1531 市川  舞衣 ｲﾁｶﾜ ﾏｲ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1531 市川  舞衣 ｲﾁｶﾜ ﾏｲ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1531 市川  舞衣 ｲﾁｶﾜ ﾏｲ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 100m 1532 奥田  彩愛 ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾅ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1532 奥田  彩愛 ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾅ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1532 奥田  彩愛 ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾅ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1532 奥田  彩愛 ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾅ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 800m 1533 三宅  凜果 ﾐﾔｹ ﾘﾝｶ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 100m 1534 古川  莉彩 ﾌﾙｶﾜ ﾘｻ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1534 古川  莉彩 ﾌﾙｶﾜ ﾘｻ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 400m 1534 古川  莉彩 ﾌﾙｶﾜ ﾘｻ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1534 古川  莉彩 ﾌﾙｶﾜ ﾘｻ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1534 古川  莉彩 ﾌﾙｶﾜ ﾘｻ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 100m 1535 杉浦  百咲 ｽｷﾞｳﾗ ﾋｻｷ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1535 杉浦  百咲 ｽｷﾞｳﾗ ﾋｻｷ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1535 杉浦  百咲 ｽｷﾞｳﾗ ﾋｻｷ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 1500m 1536 三須友理香 ﾐｽ ﾕﾘｶ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 400m 1537 吉川    空 ﾖｼｶﾜ ｿﾗ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 800m 1537 吉川    空 ﾖｼｶﾜ ｿﾗ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1537 吉川    空 ﾖｼｶﾜ ｿﾗ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 800m 1538 林    愛実 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 走幅跳 1539 大橋さくら ｵｵﾊｼ ｻｸﾗ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 100m 1540 佐藤  愛栞 ｻﾄｳ ｱｲﾗ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1540 佐藤  愛栞 ｻﾄｳ ｱｲﾗ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 1500m 1541 芹澤  望玖 ｾﾘｻﾞﾜ ﾐｸ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 100mH 1542 寺岡  若葉 ﾃﾗｵｶ　ﾜｶﾊﾞ 高1 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 走高跳 1542 寺岡  若葉 ﾃﾗｵｶ　ﾜｶﾊﾞ 高1 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 100m 1543 佐藤  優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 高1 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1543 佐藤  優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 高1 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 100m 1544 水口琥ハル ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 高1 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1544 水口琥ハル ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 高1 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 1552 小磯  颯大 ｺｲｿ ｿｳﾀ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 円盤投 1552 小磯  颯大 ｺｲｿ ｿｳﾀ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 110mH 1553 岩田  健聖 ｲﾜﾀ ｹﾝｾｲ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 4×100mR 1553 岩田  健聖 ｲﾜﾀ ｹﾝｾｲ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 三段跳 1553 岩田  健聖 ｲﾜﾀ ｹﾝｾｲ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 4×100mR 1554 清川  裕哉 ｷﾖｶﾜ ﾋﾛﾔ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 やり投 1554 清川  裕哉 ｷﾖｶﾜ ﾋﾛﾔ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 100m 1555 佐藤  魁斗 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 200m 1555 佐藤  魁斗 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 4×100mR 1555 佐藤  魁斗 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 4×100mR 1556 堀    駿太 ﾎﾘ ｼｭﾝﾀ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
男子 三段跳 1556 堀    駿太 ﾎﾘ ｼｭﾝﾀ 高3 小山高 ｵﾔﾏ
女子 100m 1557 小林  七菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1557 小林  七菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1557 小林  七菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1557 小林  七菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 100m 1558 鈴木  春菜 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1558 鈴木  春菜 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1558 鈴木  春菜 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1558 鈴木  春菜 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 800m 1559 山本  茉奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 800m 1564 杉浦  美咲 ｽｷﾞｳﾗ ﾐｻｷ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
女子 400m 1565 勝又  みゆ ｶﾂﾏﾀ ﾐﾕ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
女子 三段跳 1566 山本まりあ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｱ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
女子 砲丸投 1567 形地梨心 ｶﾀﾁ ﾘｺ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
女子 400m 1568 城代  るい ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾙｲ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
女子 100m 1569 杉浦優希菜 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾅ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
女子 100m 1570 田中  実穂 ﾀﾅｶ ﾐﾎ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 200m 1581 小川  武士 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 400m 1581 小川  武士 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×100mR 1581 小川  武士 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×400mR 1581 小川  武士 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 100m 1582 三輪  寛徳 ﾐﾜ ﾋﾛﾉﾘ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 走幅跳 1582 三輪  寛徳 ﾐﾜ ﾋﾛﾉﾘ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 800m 1583 戸田  健太 ﾄﾀﾞ ｹﾝﾀ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 1500m 1583 戸田  健太 ﾄﾀﾞ ｹﾝﾀ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 5000m 1583 戸田  健太 ﾄﾀﾞ ｹﾝﾀ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ



男子 400m 1584 堤    春葵 ﾂﾂﾐ ﾊﾙｷ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 800m 1584 堤    春葵 ﾂﾂﾐ ﾊﾙｷ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 1500m 1584 堤    春葵 ﾂﾂﾐ ﾊﾙｷ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 100m 1585 秋山  怜音 ｱｷﾔﾏ ﾚｵﾝ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×100mR 1585 秋山  怜音 ｱｷﾔﾏ ﾚｵﾝ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×400mR 1585 秋山  怜音 ｱｷﾔﾏ ﾚｵﾝ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 走幅跳 1585 秋山  怜音 ｱｷﾔﾏ ﾚｵﾝ 高2 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
女子 100m 1588 杉本くるみ ｽｷﾞﾓﾄ ｸﾙﾐ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
女子 走高跳 1588 杉本くるみ ｽｷﾞﾓﾄ ｸﾙﾐ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
女子 100m 1590 川村さくら ｶﾜﾑﾗ ｻｸﾗ 高2 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
女子 走高跳 1590 川村さくら ｶﾜﾑﾗ ｻｸﾗ 高2 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
女子 100m 1592 望月  彩花 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 高1 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 100m 1599 蓑屋  斗唯 ﾐﾉﾔ ﾄｳｲ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 200m 1599 蓑屋  斗唯 ﾐﾉﾔ ﾄｳｲ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×100mR 1599 蓑屋  斗唯 ﾐﾉﾔ ﾄｳｲ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×400mR 1599 蓑屋  斗唯 ﾐﾉﾔ ﾄｳｲ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 100m 1600 鈴木  颯太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 200m 1600 鈴木  颯太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×100mR 1600 鈴木  颯太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×400mR 1600 鈴木  颯太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 100m 1601 鹿糠    悌 ｶﾇｶ ﾀﾞｲ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
高校男子 砲丸投 1601 鹿糠    悌 ｶﾇｶ ﾀﾞｲ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 800m 1602 鈴木  叶大 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 3000mSC 1602 鈴木  叶大 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 100m 1604 芹澤    翔 ｾﾘｻﾞﾜ ｼｮｳ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 200m 1604 芹澤    翔 ｾﾘｻﾞﾜ ｼｮｳ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×100mR 1604 芹澤    翔 ｾﾘｻﾞﾜ ｼｮｳ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×400mR 1604 芹澤    翔 ｾﾘｻﾞﾜ ｼｮｳ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 100m 1605 岩田    涼 ｲﾜﾀ ﾘｮｳ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 200m 1605 岩田    涼 ｲﾜﾀ ﾘｮｳ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
高校男子 砲丸投 1605 岩田    涼 ｲﾜﾀ ﾘｮｳ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 800m 1606 高瀬  元季 ﾀｶｾ ﾓﾄｷ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 1500m 1606 高瀬  元季 ﾀｶｾ ﾓﾄｷ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 5000m 1606 高瀬  元季 ﾀｶｾ ﾓﾄｷ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 200m 1608 秋山  航汰 ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 400m 1608 秋山  航汰 ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×100mR 1608 秋山  航汰 ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×400mR 1608 秋山  航汰 ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀ 高3 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
女子 400m 1625 保坂  純菜 ﾎｻｶ ｼﾞｭﾝﾅ 高3 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
女子 800m 1625 保坂  純菜 ﾎｻｶ ｼﾞｭﾝﾅ 高3 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
女子 走高跳 1626 井澤    楓 ｲｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 高3 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
女子 1500m 1627 山本  美海 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾐ 高3 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
女子 三段跳 1628 鈴木  咲良 ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ 高2 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
女子 やり投 1629 松井  莉緒 ﾏﾂ ｲﾘｵ 高2 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
女子 走高跳 1630 小川  涼凪 ｵｶﾞﾜ ｽｽﾞﾅ 高2 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
男子 100m 1634 大庭  章範 ｵｵﾊﾞ ｱｷﾉﾘ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 200m 1634 大庭  章範 ｵｵﾊﾞ ｱｷﾉﾘ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 1634 大庭  章範 ｵｵﾊﾞ ｱｷﾉﾘ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 1635 堤  康太郎 ﾂﾂﾐ ｺｳﾀﾛｳ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 砲丸投 1635 堤  康太郎 ﾂﾂﾐ ｺｳﾀﾛｳ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
高校男子 円盤投 1635 堤  康太郎 ﾂﾂﾐ ｺｳﾀﾛｳ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 800m 1636 伊藤  遥大 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 1500m 1636 伊藤  遥大 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 やり投 1637 小川  稜真 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 400m 1638 木村  真大 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾄ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 800m 1638 木村  真大 ｷﾑﾗ ﾏﾅﾄ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 800m 1639 大庭    拓 ｵｵﾊﾞ ﾀｸ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 1500m 1639 大庭    拓 ｵｵﾊﾞ ﾀｸ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 100m 1640 三木  悠叶 ﾐｷ ﾊﾙﾄ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 200m 1640 三木  悠叶 ﾐｷ ﾊﾙﾄ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 1640 三木  悠叶 ﾐｷ ﾊﾙﾄ 高3 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 1641 安藤  稜悟 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｺﾞ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 やり投 1641 安藤  稜悟 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｺﾞ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 100m 1641 木下    桃 ｷﾉｼﾀ ﾓﾓ 高1 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 200m 1641 木下    桃 ｷﾉｼﾀ ﾓﾓ 高1 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×100mR 1641 木下    桃 ｷﾉｼﾀ ﾓﾓ 高1 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 100m 1642 齋藤  圭吾 ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 200m 1642 齋藤  圭吾 ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 1642 齋藤  圭吾 ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 100m 1643 前田  彪嘉 ﾏｴﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ



男子 4×100mR 1643 前田  彪嘉 ﾏｴﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 100m 1644 藤野  悠翔 ﾌｼﾞﾉ ﾊﾙﾄ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 走幅跳 1644 藤野  悠翔 ﾌｼﾞﾉ ﾊﾙﾄ 高2 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 400m 1648 高山    唯 ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 800m 1648 高山    唯 ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×400mR 1648 高山    唯 ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 200m 1649 川村  朱唯 ｶﾜﾑﾗ ｼｭｲ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 100mH 1649 川村  朱唯 ｶﾜﾑﾗ ｼｭｲ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×100mR 1649 川村  朱唯 ｶﾜﾑﾗ ｼｭｲ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×400mR 1649 川村  朱唯 ｶﾜﾑﾗ ｼｭｲ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 200m 1650 浅倉  朱李 ｱｻｸﾗ ｼｭﾘ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 100mH 1650 浅倉  朱李 ｱｻｸﾗ ｼｭﾘ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×100mR 1650 浅倉  朱李 ｱｻｸﾗ ｼｭﾘ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×400mR 1650 浅倉  朱李 ｱｻｸﾗ ｼｭﾘ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 800m 1651 笠井  天斗 ｶｻｲ ﾀｶﾄ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 1500m 1651 笠井  天斗 ｶｻｲ ﾀｶﾄ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×400mR 1651 笠井  天斗 ｶｻｲ ﾀｶﾄ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 100m 1651 渡邉  蒼菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾅ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 200m 1651 渡邉  蒼菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾅ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×100mR 1651 渡邉  蒼菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾅ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×400mR 1651 渡邉  蒼菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾅ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 5000m 1652 根上  和樹 ﾈｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 3000mSC 1652 根上  和樹 ﾈｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 400m 1653 山口  一輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 800m 1653 山口  一輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×400mR 1653 山口  一輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 走幅跳 1654 三村  仁夢 ﾐﾑﾗ ｼﾞﾑ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 三段跳 1654 三村  仁夢 ﾐﾑﾗ ｼﾞﾑ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 200m 1654 朝倉  萌葉 ｱｻｸﾗ ﾓｴﾊ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 100mH 1654 朝倉  萌葉 ｱｻｸﾗ ﾓｴﾊ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×100mR 1654 朝倉  萌葉 ｱｻｸﾗ ﾓｴﾊ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×400mR 1654 朝倉  萌葉 ｱｻｸﾗ ﾓｴﾊ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 100m 1655 角田  蘭奈 ｶｸﾀ ﾗﾅ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 100m 1656 床並  璃来 ﾄｺﾅﾐ ﾘｸ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 200m 1656 床並  璃来 ﾄｺﾅﾐ ﾘｸ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 400m 1656 村松  吟治 ﾑﾗﾏﾂ ｷﾞﾝｼﾞ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 800m 1656 床並  璃来 ﾄｺﾅﾐ ﾘｸ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 1656 床並  璃来 ﾄｺﾅﾐ ﾘｸ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 100m 1656 伊海    祈 ｲｶｲ ｲﾉﾘ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 200m 1656 伊海    祈 ｲｶｲ ｲﾉﾘ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×100mR 1656 伊海    祈 ｲｶｲ ｲﾉﾘ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×400mR 1656 伊海    祈 ｲｶｲ ｲﾉﾘ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
高校男子 砲丸投 1657 山口    悠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
高校男子 円盤投 1657 山口    悠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 走幅跳 1659 石川  真伍 ｲｼｶﾜ ｼﾝｺﾞ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 三段跳 1659 石川  真伍 ｲｼｶﾜ ｼﾝｺﾞ 高2 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 100m 1660 佐藤  和輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 200m 1660 佐藤  和輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 1660 佐藤  和輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 100m 1661 安藤  翔和 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾜ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 5000m 1662 馬場  陸翔 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｸﾄ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 1500m 1663 岩渕  琉已 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾙｲ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 1500m 1664 村木  風舞 ﾑﾗｷ ﾌｳﾏ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 100m 1665 越知  孝介 ｵﾁ ｺｳｽｹ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 1500m 1666 山口紘太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 高1 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 3000mSC 1671 向島    央 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾏﾅｶ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×400mR 1671 向島    央 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾏﾅｶ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 400m 1672 岩本  侑己 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 800m 1672 岩本  侑己 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×400mR 1672 岩本  侑己 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 100m 1673 中澤  響心 ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾙ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 200m 1673 中澤  響心 ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾙ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 1673 中澤  響心 ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾙ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×400mR 1673 中澤  響心 ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾙ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 1674 古賀  脩李 ｺｶﾞ ｼｭﾘ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×400mR 1674 古賀  脩李 ｺｶﾞ ｼｭﾘ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 走幅跳 1674 古賀  脩李 ｺｶﾞ ｼｭﾘ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 1675 床並    蓮 ﾄｺﾅﾐ　ﾚﾝ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 走幅跳 1675 床並    蓮 ﾄｺﾅﾐ　ﾚﾝ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 100m 1676 木村  海斗 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ



男子 200m 1676 木村  海斗 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 1676 木村  海斗 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 5000m 1677 芹澤  徹哉 ｾﾘｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 3000mSC 1677 芹澤  徹哉 ｾﾘｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 200m 1678 鈴木  瑛也 ｽｽﾞｷ ｱｷﾔ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 400m 1678 鈴木  瑛也 ｽｽﾞｷ ｱｷﾔ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 1500m 1679 渡邉  裕良 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾗ 高3 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
高校男子 砲丸投 1699 萱間  琉騎 ｶﾔﾏ ﾘｭｷ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
高校男子 円盤投 1699 萱間  琉騎 ｶﾔﾏ ﾘｭｷ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 100m 1700 杉本  浩良 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 200m 1700 杉本  浩良 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 4×100mR 1700 杉本  浩良 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾖｼ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 4×100mR 1701 高村    空 ﾀｶﾑﾗ ｿﾗ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 走幅跳 1701 高村    空 ﾀｶﾑﾗ ｿﾗ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 三段跳 1701 高村    空 ﾀｶﾑﾗ ｿﾗ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 1500m 1702 前田  眞斗 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 5000m 1702 前田  眞斗 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 4×100mR 1702 前田  眞斗 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 高3 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 800m 1703 地頭  凌我 ｼﾞﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 4×100mR 1703 地頭  凌我 ｼﾞﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 100m 1704 千葉  圭人 ﾁﾊﾞ ｹｲﾄ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 200m 1704 千葉  圭人 ﾁﾊﾞ ｹｲﾄ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 4×100mR 1704 千葉  圭人 ﾁﾊﾞ ｹｲﾄ 高2 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 4×100mR 1705 萱場  海人 ｶﾔﾊﾞ ｶｲﾄ 高1 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 円盤投 1706 小村みらい ｺﾑﾗ ﾐﾗｲ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
女子 ハンマー投 1714 勝呂  愛澄 ｽｸﾞﾛ ｱｽﾞﾐ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
女子 走高跳 1716 松井日菜多 ﾏﾂｲ ﾋﾅﾀ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
女子 1500m 1718 木村  心那 ｷﾑﾗ ｺｺﾅ 高1 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
女子 1500m 1726 本多  由佳 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 5000m 1726 窪田  悠人 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 3000mSC 1726 窪田  悠人 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 1500m 1727 古宮  伸悟 ｺﾐﾔ ｼﾝｺﾞ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 5000m 1727 古宮  伸悟 ｺﾐﾔ ｼﾝｺﾞ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 1728 尾崎  誠哉 ｵｻﾞｷ ｾｲﾔ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 1728 尾崎  誠哉 ｵｻﾞｷ ｾｲﾔ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 1728 尾崎  誠哉 ｵｻﾞｷ ｾｲﾔ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 1728 尾崎  誠哉 ｵｻﾞｷ ｾｲﾔ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 400m 1729 加藤  真樹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 400mH 1729 加藤  真樹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 1729 加藤  真樹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 1729 加藤  真樹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 400m 1730 對馬  陽弥 ﾂｼﾏ ﾊﾙﾔ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 400mH 1730 對馬  陽弥 ﾂｼﾏ ﾊﾙﾔ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 1730 對馬  陽弥 ﾂｼﾏ ﾊﾙﾔ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 1730 對馬  陽弥 ﾂｼﾏ ﾊﾙﾔ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 1731 高橋  涼佑 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 110mH 1731 高橋  涼佑 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 1731 高橋  涼佑 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 高3 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 1732 長田  悠希 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｷ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 400m 1732 長田  悠希 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｷ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 1732 長田  悠希 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｷ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 1732 長田  悠希 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｷ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 1733 鈴木  洋人 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 1733 鈴木  洋人 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 1733 鈴木  洋人 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 1733 鈴木  洋人 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 1734 松永  紘汰 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳﾀ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 1734 松永  紘汰 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳﾀ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 3000mSC 1735 岩田  大和 ｲﾜﾀ ﾔﾏﾄ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 400m 1736 岩崎  力也 ｲﾜｻﾞｷ ﾘｷﾔ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 400mH 1736 岩崎  力也 ｲﾜｻﾞｷ ﾘｷﾔ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 1736 岩崎  力也 ｲﾜｻﾞｷ ﾘｷﾔ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 1737 小柴  一磨 ｺｼﾊﾞ ｶｽﾞﾏ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 1737 小柴  一磨 ｺｼﾊﾞ ｶｽﾞﾏ 高2 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 800m 1741 久能  夢依 ｸﾉｳ ﾒｲ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 1500m 1741 久能  夢依 ｸﾉｳ ﾒｲ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×400mR 1741 久能  夢依 ｸﾉｳ ﾒｲ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 800m 1742 桐山  七海 ｷﾘﾔﾏ ﾅﾅﾐ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 1500m 1742 桐山  七海 ｷﾘﾔﾏ ﾅﾅﾐ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×400mR 1742 桐山  七海 ｷﾘﾔﾏ ﾅﾅﾐ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ



女子 400m 1743 木伏  美結 ｷﾌﾞｼ ﾐﾕ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 400mH 1743 木伏  美結 ｷﾌﾞｼ ﾐﾕ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×100mR 1743 木伏  美結 ｷﾌﾞｼ ﾐﾕ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×400mR 1743 木伏  美結 ｷﾌﾞｼ ﾐﾕ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 100m 1744 土田  羽菜 ﾂﾁﾀﾞ ﾊﾅ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×100mR 1744 土田  羽菜 ﾂﾁﾀﾞ ﾊﾅ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 砲丸投 1745 勝又  のあ ｶﾂﾏﾀ ﾉｱ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 ハンマー投 1745 勝又  のあ ｶﾂﾏﾀ ﾉｱ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 100m 1746 堀野  愛賀 ﾎﾘﾉ ﾏﾅｶ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 200m 1746 堀野  愛賀 ﾎﾘﾉ ﾏﾅｶ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×100mR 1746 堀野  愛賀 ﾎﾘﾉ ﾏﾅｶ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×400mR 1746 堀野  愛賀 ﾎﾘﾉ ﾏﾅｶ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 100m 1747 渡邉  莉碧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｱ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 200m 1747 渡邉  莉碧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｱ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×100mR 1747 渡邉  莉碧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾘｱ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 800m 1748 藤田  彩加 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 1500m 1748 藤田  彩加 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×400mR 1748 藤田  彩加 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 100m 1749 早川  優希 ﾊﾔｶﾜ ﾕｷ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×100mR 1749 早川  優希 ﾊﾔｶﾜ ﾕｷ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 1500m 1750 山内  もも ﾔﾏｳﾁ ﾓﾓ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×400mR 1750 山内  もも ﾔﾏｳﾁ ﾓﾓ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 走幅跳 1759 和田  惠太 ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 静岡マスターズ ﾏｽﾀｰｽﾞ
男子 三段跳 1759 和田  惠太 ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 静岡マスターズ ﾏｽﾀｰｽﾞ
女子 800m 1766 米山  茉凛 ﾖﾈﾔﾏ ﾏﾘﾝ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 1500m 1766 米山  茉凛 ﾖﾈﾔﾏ ﾏﾘﾝ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×400mR 1766 米山  茉凛 ﾖﾈﾔﾏ ﾏﾘﾝ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 100m 1767 渡邉  千夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾅﾂ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 200m 1767 渡邉  千夏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾅﾂ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 400m 1769 佐藤  愛花 ｻﾄｳ ﾏﾅ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 400mH 1769 佐藤  愛花 ｻﾄｳ ﾏﾅ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×400mR 1769 佐藤  愛花 ｻﾄｳ ﾏﾅ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 100m 1770 杉山    凜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×100mR 1770 杉山    凜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 走幅跳 1770 杉山    凜 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 200m 1771 須田みのり ｽﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 400m 1771 須田みのり ｽﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×100mR 1771 須田みのり ｽﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×400mR 1771 須田みのり ｽﾀﾞ ﾐﾉﾘ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 800m 1772 滝澤かんな ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾝﾅ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 1500m 1772 滝澤かんな ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾝﾅ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×400mR 1772 滝澤かんな ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾝﾅ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 400m 1773 佐野  優花 ｻﾉ ﾕｳｶ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 800m 1773 佐野  優花 ｻﾉ ﾕｳｶ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 800m 1774 清水  花怜 ｼﾐｽﾞ ｶﾚﾝ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 1500m 1774 清水  花怜 ｼﾐｽﾞ ｶﾚﾝ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 100m 1775 瀧    有沙 ﾀｷ ｱﾘｻ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 200m 1775 瀧    有沙 ﾀｷ ｱﾘｻ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 800m 1776 立川  緋彩 ﾀﾁｶﾜ ﾋｲﾛ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 1500m 1776 立川  緋彩 ﾀﾁｶﾜ ﾋｲﾛ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×100mR 1785 秋山沙紀登 ｱｷﾔﾏ ｻｷﾄ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 砲丸投 1785 秋山沙紀登 ｱｷﾔﾏ ｻｷﾄ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 ハンマー投 1785 秋山沙紀登 ｱｷﾔﾏ ｻｷﾄ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 100m 1786 藤井  颯太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 4×100mR 1786 藤井  颯太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 100m 1787 鈴木  理矢 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 200m 1787 鈴木  理矢 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 4×100mR 1787 鈴木  理矢 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 砲丸投 1788 野秋  亮太 ﾉｱｷ ﾘｮｳﾀ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 100m 1789 田中  大晴 ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ 高3 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 100m 1799 黒栁  孔太 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ 高3 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 400m 1799 黒栁  孔太 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ 高3 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 400mH 1799 黒栁  孔太 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ 高3 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 1799 黒栁  孔太 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ 高3 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 1799 黒栁  孔太 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ 高3 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 200m 1800 石井  慧辰 ｲｼｲ ｹｲｼﾝ 高3 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 400m 1800 石井  慧辰 ｲｼｲ ｹｲｼﾝ 高3 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 1800 石井  慧辰 ｲｼｲ ｹｲｼﾝ 高3 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 1800 石井  慧辰 ｲｼｲ ｹｲｼﾝ 高3 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 200m 1801 田中  利希 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ



男子 400m 1801 田中  利希 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 1801 田中  利希 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 1801 田中  利希 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
女子 100m 1801 古賀  咲英 ｺｶﾞ ｻｴ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1801 古賀  咲英 ｺｶﾞ ｻｴ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1801 古賀  咲英 ｺｶﾞ ｻｴ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 走幅跳 1801 古賀  咲英 ｺｶﾞ ｻｴ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 800m 1802 長澤    佑 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 1500m 1802 長澤    佑 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 3000mSC 1802 長澤    佑 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 1802 長澤    佑 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 1802 長澤    佑 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
女子 100m 1802 小松  優奈 ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1802 小松  優奈 ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1802 小松  優奈 ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1802 小松  優奈 ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 1803 増田  伊吹 ﾏｽﾀﾞ　ｲﾌﾞｷ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 1803 増田  伊吹 ﾏｽﾀﾞ　ｲﾌﾞｷ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 1803 増田  伊吹 ﾏｽﾀﾞ　ｲﾌﾞｷ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
高校男子 砲丸投 1803 増田  伊吹 ﾏｽﾀﾞ　ｲﾌﾞｷ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
高校男子 円盤投 1803 増田  伊吹 ﾏｽﾀﾞ　ｲﾌﾞｷ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
女子 100m 1803 勝呂  妃夏 ｶﾂﾛ ﾋﾅ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1803 勝呂  妃夏 ｶﾂﾛ ﾋﾅ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1803 勝呂  妃夏 ｶﾂﾛ ﾋﾅ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 棒高跳 1803 勝呂  妃夏 ｶﾂﾛ ﾋﾅ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 1804 小泉  航平 ｺｲｽﾞﾐ　ｺｳﾍｲ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 400m 1804 小泉  航平 ｺｲｽﾞﾐ　ｺｳﾍｲ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 110mH 1804 小泉  航平 ｺｲｽﾞﾐ　ｺｳﾍｲ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 1804 小泉  航平 ｺｲｽﾞﾐ　ｺｳﾍｲ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 1804 小泉  航平 ｺｲｽﾞﾐ　ｺｳﾍｲ 高2 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
女子 100m 1804 山野  莉沙 ﾔﾏﾉ ﾘｻ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 200m 1804 山野  莉沙 ﾔﾏﾉ ﾘｻ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1804 山野  莉沙 ﾔﾏﾉ ﾘｻ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1804 山野  莉沙 ﾔﾏﾉ ﾘｻ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 400m 1805 佐野こはな ｻﾉ ｺﾊﾅ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 800m 1805 佐野こはな ｻﾉ ｺﾊﾅ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 1805 佐野こはな ｻﾉ ｺﾊﾅ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 1805 佐野こはな ｻﾉ ｺﾊﾅ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 やり投 1821 塩野ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ翔之 ｼｵﾉ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 高3 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
高校男子 円盤投 1821 塩野ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ翔之 ｼｵﾉ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 高3 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
男子 100m 1823 仲田  琉是 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 高2 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
女子 100m 1831 菊池  春花 ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 200m 1831 菊池  春花 ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×100mR 1831 菊池  春花 ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×400mR 1831 菊池  春花 ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 100m 1832 小林  颯花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 200m 1832 小林  颯花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×100mR 1832 小林  颯花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×400mR 1832 小林  颯花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 200m 1833 野添凛々花 ﾉｿﾞｴ ﾘﾘｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 400m 1833 野添凛々花 ﾉｿﾞｴ ﾘﾘｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×100mR 1833 野添凛々花 ﾉｿﾞｴ ﾘﾘｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×400mR 1833 野添凛々花 ﾉｿﾞｴ ﾘﾘｶ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 800m 1834 鈴木  七海 ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 200m 1835 鈴木  快枝 ｽｽﾞｷ ﾖｼｴ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 400m 1835 鈴木  快枝 ｽｽﾞｷ ﾖｼｴ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×100mR 1835 鈴木  快枝 ｽｽﾞｷ ﾖｼｴ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×400mR 1835 鈴木  快枝 ｽｽﾞｷ ﾖｼｴ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 200m 1836 山田    凜 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 400m 1836 山田    凜 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×400mR 1836 山田    凜 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 100m 1837 及川  結菜 ｵｲｶﾜ ﾕｲﾅ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 200m 1837 及川  結菜 ｵｲｶﾜ ﾕｲﾅ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×100mR 1837 及川  結菜 ｵｲｶﾜ ﾕｲﾅ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×400mR 1837 及川  結菜 ｵｲｶﾜ ﾕｲﾅ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 100m 1838 髙木  麻由 ﾀｶｷﾞ ﾏﾕ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 200m 1838 髙木  麻由 ﾀｶｷﾞ ﾏﾕ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×100mR 1838 髙木  麻由 ﾀｶｷﾞ ﾏﾕ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 100m 1839 中村  光希 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 高3 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
男子 走幅跳 1839 中村  光希 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 高3 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ



女子 100m 1839 齋藤  佑莉 ｻｲﾄｳ ﾕﾘ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 800m 1839 齋藤  佑莉 ｻｲﾄｳ ﾕﾘ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 走高跳 1840 高橋  春樹 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 高3 沼津商業高 ﾇﾏﾂﾞｼｮｳ
男子 800m 1841 諏訪  琢磨 ｽﾜ ﾀｸﾏ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 1500m 1841 諏訪  琢磨 ｽﾜ ﾀｸﾏ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 800m 1842 鈴木    凌 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 1500m 1842 鈴木    凌 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 5000m 1843 髙橋  元夢 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾑ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 3000mSC 1843 髙橋  元夢 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾑ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 100m 1844 永田  敦也 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾔ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 200m 1844 永田  敦也 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾔ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×100mR 1844 永田  敦也 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾔ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 100m 1845 鈴木    繁 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 高1 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 200m 1849 望月  一秀 ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｯｼｭｳ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 110mH 1849 望月  一秀 ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｯｼｭｳ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×100mR 1849 望月  一秀 ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｯｼｭｳ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×400mR 1849 望月  一秀 ﾓﾁﾂﾞｷ ｲｯｼｭｳ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 400m 1850 吉田  優太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×100mR 1850 吉田  優太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×400mR 1850 吉田  優太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 走幅跳 1850 吉田  優太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 砲丸投 1851 伊澤  海斗 ｲｻﾞﾜ ｶｲﾄ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 100m 1852 杉山  想太 ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳﾀ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 200m 1852 杉山  想太 ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳﾀ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×100mR 1852 杉山  想太 ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳﾀ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×400mR 1852 杉山  想太 ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳﾀ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 800m 1853 秋山  海陽 ｱｷﾔﾏ ｶｲﾔ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 1500m 1853 秋山  海陽 ｱｷﾔﾏ ｶｲﾔ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×400mR 1853 秋山  海陽 ｱｷﾔﾏ ｶｲﾔ 高3 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 110mH 1861 内藤  豪紀 ﾅｲﾄｳ ｺﾞｳｷ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 400mH 1861 内藤  豪紀 ﾅｲﾄｳ ｺﾞｳｷ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×100mR 1861 内藤  豪紀 ﾅｲﾄｳ ｺﾞｳｷ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×400mR 1861 内藤  豪紀 ﾅｲﾄｳ ｺﾞｳｷ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 800m 1862 大淵  裕翔 ｵｵﾌﾁ ﾋﾛﾄ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 1500m 1862 大淵  裕翔 ｵｵﾌﾁ ﾋﾛﾄ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×400mR 1862 大淵  裕翔 ｵｵﾌﾁ ﾋﾛﾄ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 100m 1863 大川  博也 ｵｵｶﾜ ﾋﾛﾔ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 110mH 1863 大川  博也 ｵｵｶﾜ ﾋﾛﾔ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×100mR 1863 大川  博也 ｵｵｶﾜ ﾋﾛﾔ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 1500m 1864 原田  悠成 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｾｲ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 5000m 1864 原田  悠成 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｾｲ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 100m 1865 佐野  宗也 ｻﾉ ｼｭｳﾔ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 200m 1865 佐野  宗也 ｻﾉ ｼｭｳﾔ 高2 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 400m 1901 中野  まな ﾅｶﾉ ﾏﾅ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
女子 400mH 1901 中野  まな ﾅｶﾉ ﾏﾅ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
女子 走高跳 1902 渡邊    杏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝｽﾞ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
女子 走高跳 1903 渡邉  姫奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒﾅ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
女子 棒高跳 1904 鈴木  梨央 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
女子 棒高跳 1905 望月  瑠菜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙﾅ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
女子 走幅跳 1929 長田ななみ ｵｻﾀﾞ ﾅﾅﾐ 高3 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 4×100mR 1930 角心    梓 ｶｸｼﾝ ｱｽﾞｻ 高3 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 走高跳 1930 角心    梓 ｶｸｼﾝ ｱｽﾞｻ 高3 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 100m 1931 鈴木  彩華 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 高3 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 4×100mR 1931 鈴木  彩華 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 高3 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 800m 1932 野邊田姫和 ﾉﾍﾞﾀ ﾋﾖﾘ 高3 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 走高跳 1933 真田  歩果 ｻﾅﾀﾞ ｱﾕｶ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 100m 1934 四條    遼 ｼｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 4×100mR 1934 四條    遼 ｼｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 100m 1935 高橋  怜亜 ﾀｶﾊｼ ﾚｲｱ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 4×100mR 1935 高橋  怜亜 ﾀｶﾊｼ ﾚｲｱ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 100m 1948 渡邉  美咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1948 渡邉  美咲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 走高跳 1949 遠藤  舞奈 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｲﾅ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 100m 1950 松田  乃映 ﾏﾂﾀﾞ ﾉｴ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1950 松田  乃映 ﾏﾂﾀﾞ ﾉｴ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 走幅跳 1950 松田  乃映 ﾏﾂﾀﾞ ﾉｴ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 3000mSC 1951 今村  勇輝 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
女子 100m 1951 福地  七彩 ﾌｸﾁ ﾅｲﾛ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 100mH 1951 福地  七彩 ﾌｸﾁ ﾅｲﾛ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1951 福地  七彩 ﾌｸﾁ ﾅｲﾛ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ



男子 走幅跳 1952 川野  琉空 ｶﾜﾉ ﾙｸ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 3000mSC 1953 秋元  駿汰 ｱｷﾓﾄ ｼｭﾝﾀ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 400m 1954 守村  海希 ﾓﾘﾑﾗ ｶｲｷ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×400mR 1954 守村  海希 ﾓﾘﾑﾗ ｶｲｷ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
女子 100m 1955 松尾  瑞希 ﾏﾂｵ ﾐｽﾞｷ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 200m 1955 松尾  瑞希 ﾏﾂｵ ﾐｽﾞｷ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1955 松尾  瑞希 ﾏﾂｵ ﾐｽﾞｷ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 100m 1956 望月  瑠菜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙﾅ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 100mH 1956 望月  瑠菜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙﾅ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1956 望月  瑠菜 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙﾅ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 1957 大村  怜花 ｵｵﾑﾗ ﾚｲｶ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 走高跳 1957 大村  怜花 ｵｵﾑﾗ ﾚｲｶ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 100m 1958 畠山    翔 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 200m 1958 畠山    翔 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×100mR 1958 畠山    翔 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 5000m 1959 五通  広喜 ｺﾞﾂｳ ﾋﾛｷ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 3000mSC 1959 五通  広喜 ｺﾞﾂｳ ﾋﾛｷ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
高校男子 円盤投 1960 堀井瑠璃斗 ﾎﾘｲ ﾙﾘﾄ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
高校男子 ハンマー投 1960 堀井瑠璃斗 ﾎﾘｲ ﾙﾘﾄ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
女子 4×100mR 1966 池田  瑚桃 ｲｹﾀﾞ ｺﾓﾓ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×400mR 1966 池田  瑚桃 ｲｹﾀﾞ ｺﾓﾓ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 三段跳 1966 池田  瑚桃 ｲｹﾀﾞ ｺﾓﾓ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 やり投 1966 池田  瑚桃 ｲｹﾀﾞ ｺﾓﾓ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 走高跳 1967 渡邉    杏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝｽﾞ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 やり投 1967 渡邉    杏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝｽﾞ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 100m 1967 轟木  政人 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾏｻﾄ 高3 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
女子 800m 1968 昌武あゆな ﾏｻﾀｹ ｱﾕﾅ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 1500m 1968 昌武あゆな ﾏｻﾀｹ ｱﾕﾅ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×400mR 1968 昌武あゆな ﾏｻﾀｹ ｱﾕﾅ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 3000mSC 1968 小林  琉郁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｶ 高3 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
男子 1500m 1969 花井  優輝 ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高3 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
女子 400mH 1972 勝又  理子 ｶﾂﾏﾀ ﾘｺ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×100mR 1972 勝又  理子 ｶﾂﾏﾀ ﾘｺ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×400mR 1972 勝又  理子 ｶﾂﾏﾀ ﾘｺ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 三段跳 1972 勝又  理子 ｶﾂﾏﾀ ﾘｺ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 1500m 1973 秋葉  天斗 ｱｷﾊﾞ ﾀｶﾄ 高2 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
女子 100m 1974 鈴木  紗奈 ｽｽﾞｷ ｻﾅ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×100mR 1974 鈴木  紗奈 ｽｽﾞｷ ｻﾅ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×400mR 1974 鈴木  紗奈 ｽｽﾞｷ ｻﾅ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 走幅跳 1974 鈴木  紗奈 ｽｽﾞｷ ｻﾅ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 円盤投 1975 櫻井  駿平 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高2 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
男子 100m 1976 鈴木  大翔 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 高2 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
男子 やり投 1977 大芝  潤弥 ｵｵｼﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 高2 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
男子 100m 1978 羽切  優斗 ﾊｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 高2 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
男子 やり投 1980 亀山  聡司 ｶﾒﾔﾏ ｻﾄｼ 高2 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
男子 やり投 1981 髙橋龍之介 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 高3 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
男子 走幅跳 1982 室井  翔冴 ﾑﾛｲ ｼｮｳｺﾞ 高3 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
男子 円盤投 1983 伊東    珀 ｲﾄｳ ﾊｸ 高2 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
男子 800m 1984 藤井  逗太 ﾌｼﾞｲ ﾄｳﾀ 高1 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
男子 100m 1985 村井  武稀 ﾑﾗｲ ｲﾌﾞｷ 高1 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
女子 400m 2006 林  映里香 ﾊﾔｼ ｴﾘｶ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 800m 2006 林  映里香 ﾊﾔｼ ｴﾘｶ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 2006 林  映里香 ﾊﾔｼ ｴﾘｶ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 2006 林  映里香 ﾊﾔｼ ｴﾘｶ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 3000mSC 2011 中橋    景 ﾅｶﾊｼ ｹｲ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 200m 2012 望月  天翔 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 2012 望月  天翔 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 2012 望月  天翔 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 3000mSC 2015 稲葉  賀允 ｲﾅﾊﾞ ｶｲﾝ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 100m 2016 小谷  文哉 ｺﾀﾆ ﾌﾐﾔ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 2016 小谷  文哉 ｺﾀﾆ ﾌﾐﾔ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 2016 小谷  文哉 ｺﾀﾆ ﾌﾐﾔ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 2017 小林  寛太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 2017 小林  寛太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 走幅跳 2017 小林  寛太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 100m 2018 原    千夏 ﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 200m 2018 原    千夏 ﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 100m 2018 蛭田  翔太 ﾋﾙﾀ ｼｮｳﾀ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 2018 蛭田  翔太 ﾋﾙﾀ ｼｮｳﾀ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 2018 蛭田  翔太 ﾋﾙﾀ ｼｮｳﾀ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ



女子 100m 2019 次呂久直子 ｼﾞﾛｸ ﾅｵｺ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 200m 2019 次呂久直子 ｼﾞﾛｸ ﾅｵｺ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 100mH 2019 次呂久直子 ｼﾞﾛｸ ﾅｵｺ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 400m 2020 杉山    麗 ｽｷﾞﾔﾏ ｳﾗﾗ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 800m 2020 杉山    麗 ｽｷﾞﾔﾏ ｳﾗﾗ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 800m 2021 一色  悠歌 ｲｯｼｷ ﾕｳｶ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 1500m 2021 一色  悠歌 ｲｯｼｷ ﾕｳｶ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 800m 2025 藤田  美咲 ﾌｼﾞﾀ ﾐｻｷ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 1500m 2025 藤田  美咲 ﾌｼﾞﾀ ﾐｻｷ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 100m 2026 石川  真衣 ｲｼｶﾜ ﾏｲ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
女子 200m 2026 石川  真衣 ｲｼｶﾜ ﾏｲ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 走幅跳 2027 前田  祥壱 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｲ 高2 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 1500m 2027 勝呂  遥香 ｽｸﾞﾛ ﾊﾙｶ 中3 裾野東中 ｽｿﾉﾋｶﾞｼﾁｭｳ
男子 4×100mR 2028 多田    楓 ﾀﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 高2 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 2028 多田    楓 ﾀﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 高2 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 砲丸投 2028 多田    楓 ﾀﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 高2 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 走高跳 2029 守屋  海斗 ﾓﾘﾔ ｶｲﾄ 高2 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 200m 2030 小池  晃平 ｺｲｹ ｺｳﾍｲ 高2 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 2030 小池  晃平 ｺｲｹ ｺｳﾍｲ 高2 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 2030 小池  晃平 ｺｲｹ ｺｳﾍｲ 高2 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 400mH 2031 石井  真彩 ｲｼｲ ﾏｱﾔ 高3 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
女子 400m 2032 望月つかさ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂｶｻ 高3 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 400m 2047 秋山  麗砂 ｱｷﾔﾏ ﾚｲｻ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 800m 2047 秋山  麗砂 ｱｷﾔﾏ ﾚｲｻ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 400m 2048 杉浦    遼 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙｶ 高2 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
女子 800m 2048 杉浦    遼 ｽｷﾞｳﾗ ﾊﾙｶ 高2 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 走高跳 2048 山本  颯人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 三段跳 2048 山本  颯人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 100m 2049 勝亦  さら ｶﾂﾏﾀ ｻﾗ 高2 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
女子 200m 2049 勝亦  さら ｶﾂﾏﾀ ｻﾗ 高2 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 100m 2049 内田    舜 ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 200m 2049 内田    舜 ｳﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 100m 2050 岩崎  椎菜 ｲﾜｻｷ ｼｲﾅ 高2 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
女子 200m 2050 岩崎  椎菜 ｲﾜｻｷ ｼｲﾅ 高2 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 100m 2050 雄山    律 ｵﾔﾏ ﾘﾂ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 200m 2050 雄山    律 ｵﾔﾏ ﾘﾂ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×100mR 2050 雄山    律 ｵﾔﾏ ﾘﾂ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×400mR 2050 雄山    律 ｵﾔﾏ ﾘﾂ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×100mR 2051 秋山  煌桜 ｱｷﾔﾏ ｷｱﾗ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 走幅跳 2051 秋山  煌桜 ｱｷﾔﾏ ｷｱﾗ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 100m 2051 藤田  祐羽 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 走幅跳 2051 藤田  祐羽 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 三段跳 2051 藤田  祐羽 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 高3 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 走高跳 2052 浅井  香鈴 ｱｻｲ ｶﾘﾝ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 100m 2053 石川あとり ｲｼｶﾜ ｱﾄﾘ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 4×100mR 2053 石川あとり ｲｼｶﾜ ｱﾄﾘ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 100m 2053 井上  周也 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾔ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 200m 2053 井上  周也 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾔ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 三段跳 2054 山下  鈴音 ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾈ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 100m 2054 菊池  倭斗 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 200m 2054 菊池  倭斗 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 400m 2054 菊池  倭斗 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×100mR 2054 菊池  倭斗 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×400mR 2054 菊池  倭斗 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 800m 2055 山岸  結衣 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 1500m 2055 堺    南斗 ｻｶｲ ﾐﾅﾄ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 5000m 2055 堺    南斗 ｻｶｲ ﾐﾅﾄ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 400m 2056 土屋  颯獅 ﾂﾁﾔ ｿｳｼ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 400m 2057 藤田  一輝 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 800m 2057 藤田  一輝 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×100mR 2057 藤田  一輝 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×400mR 2057 藤田  一輝 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 110mH 2058 前田  和哉 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 400mH 2058 前田  和哉 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×100mR 2058 前田  和哉 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×400mR 2058 前田  和哉 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 100m 2059 益本  希星 ﾏｽﾓﾄ ｷﾗ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 200m 2059 益本  希星 ﾏｽﾓﾄ ｷﾗ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×100mR 2059 益本  希星 ﾏｽﾓﾄ ｷﾗ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 200m 2060 渡辺  旭人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾄ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ



男子 400m 2060 渡辺  旭人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾄ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×400mR 2060 渡辺  旭人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾄ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 100m 2061 鷺坂  夏惟 ｻｷﾞｻｶ ﾅﾂｲ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 200m 2061 鷺坂  夏惟 ｻｷﾞｻｶ ﾅﾂｲ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×100mR 2061 鷺坂  夏惟 ｻｷﾞｻｶ ﾅﾂｲ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×400mR 2061 鷺坂  夏惟 ｻｷﾞｻｶ ﾅﾂｲ 高2 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 200m 2062 石川  竜雅 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｶﾞ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 400m 2062 石川  竜雅 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｶﾞ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 100m 2063 木下    剛 ｷﾉｼﾀ ｺﾞｳ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 800m 2064 新開  一輝 ｼﾝｶｲ ｶｽﾞｷ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 1500m 2064 新開  一輝 ｼﾝｶｲ ｶｽﾞｷ 高1 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 1500m 2076 渕    瑚春 ﾌﾁ ｺﾊﾙ 高1 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×100mR 2077 今村  理子 ｲﾏﾑﾗ ﾘｺ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×400mR 2077 今村  理子 ｲﾏﾑﾗ ﾘｺ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 走幅跳 2077 今村  理子 ｲﾏﾑﾗ ﾘｺ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 三段跳 2077 今村  理子 ｲﾏﾑﾗ ﾘｺ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 5000m 2078 佐々木梨花 ｻｻｷ ﾘﾝｶ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 1500m 2080 出雲  千聖 ｲｽﾞﾓ ﾁｾ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 5000m 2080 出雲  千聖 ｲｽﾞﾓ ﾁｾ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×400mR 2080 出雲  千聖 ｲｽﾞﾓ ﾁｾ 高2 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 1500m 2084 若林  勇希 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 走高跳 2085 吉野  慎平 ﾖｼﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 3000mSC 2086 丸山  裕久 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾋｻ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 1500m 2087 水谷  皓稀 ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｷ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 走高跳 2088 山田  玲都 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾂ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 400mH 2089 山本龍之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×100mR 2089 山本龍之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×400mR 2089 山本龍之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 800m 2101 髙山  裕多 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 1500m 2101 髙山  裕多 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×400mR 2101 髙山  裕多 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 400m 2102 芦澤  海音 ｱｼｻﾞﾜ ｶｲﾄ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×100mR 2102 芦澤  海音 ｱｼｻﾞﾜ ｶｲﾄ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×400mR 2102 芦澤  海音 ｱｼｻﾞﾜ ｶｲﾄ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 100m 2103 池ヶ谷大雅 ｲｹｶﾞﾔ ﾀｲｶﾞ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×100mR 2103 池ヶ谷大雅 ｲｹｶﾞﾔ ﾀｲｶﾞ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 走高跳 2104 川口  陽生 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 1500m 2105 佐藤  祐作 ｻﾄｳ ﾕｳｻｸ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 走高跳 2106 篠根  大輔 ｼﾉﾈ ﾀﾞｲｽｹ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 1500m 2107 志村  善哉 ｼﾑﾗ ｾﾞﾝﾔ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 5000m 2107 志村  善哉 ｼﾑﾗ ｾﾞﾝﾔ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 800m 2108 鈴木  嵩真 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾏ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 1500m 2109 西川    聡 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 5000m 2109 西川    聡 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 800m 2110 前島    優 ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳ 高1 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 400m 2111 小泉  純也 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 400mH 2111 小泉  純也 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×100mR 2111 小泉  純也 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×400mR 2111 小泉  純也 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×100mR 2112 佐々木碧泉 ｻｻｷ ｱｵｲ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 走幅跳 2112 佐々木碧泉 ｻｻｷ ｱｵｲ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 800m 2113 深澤  康太 ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 1500m 2113 深澤  康太 ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×400mR 2113 深澤  康太 ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 100m 2114 近藤  健心 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×100mR 2114 近藤  健心 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 800m 2115 齋藤  優輝 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 400mH 2115 齋藤  優輝 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×400mR 2115 齋藤  優輝 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 400m 2117 阿部  俊正 ｱﾍﾞ ﾄｼﾏｻ 高2 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 800m 2121 山内  康平 ﾔﾏｳﾁ ｺｳﾍｲ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 400m 2122 星野  駿平 ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 800m 2122 星野  駿平 ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 2122 星野  駿平 ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 2123 宮澤  拓希 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 110mH 2123 宮澤  拓希 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 1500m 2124 長橋  優斗 ﾅｶﾞﾊｼ ﾕｳﾄ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 5000m 2124 長橋  優斗 ﾅｶﾞﾊｼ ﾕｳﾄ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 800m 2125 望月  琉生 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙｲ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 2126 田中  和紗 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ



男子 400m 2126 田中  和紗 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｻ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 2127 山本  拓叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾄ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 2127 山本  拓叶 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾄ 高2 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 2128 植田  壮太 ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ 高1 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 400m 2128 植田  壮太 ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ 高1 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 2128 植田  壮太 ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ 高1 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 2128 植田  壮太 ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ 高1 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 400m 2129 宮本    櫂 ﾐﾔﾓﾄ ｶｲ 高1 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 2129 宮本    櫂 ﾐﾔﾓﾄ ｶｲ 高1 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 2130 佐野  航汰 ｻﾉ ｺｳﾀ 高1 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 800m 2131 加藤  悠斗 ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 高1 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 100m 2132 遠藤百英華 ｴﾝﾄﾞｳ ﾓｴｶ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 200m 2132 遠藤百英華 ｴﾝﾄﾞｳ ﾓｴｶ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 4×100mR 2132 遠藤百英華 ｴﾝﾄﾞｳ ﾓｴｶ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 1500m 2132 小澤  勇希 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 高1 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 400m 2134 村上    櫻 ﾑﾗｶﾐ ｻｸﾗ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 4×100mR 2134 村上    櫻 ﾑﾗｶﾐ ｻｸﾗ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 100m 2135 杉澤  胡桃 ｽｷﾞｻﾜ ｸﾙﾐ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 200m 2135 杉澤  胡桃 ｽｷﾞｻﾜ ｸﾙﾐ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 4×100mR 2135 杉澤  胡桃 ｽｷﾞｻﾜ ｸﾙﾐ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 100m 2136 田中  心菜 ﾀﾅｶ ｺｺﾅ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 4×100mR 2136 田中  心菜 ﾀﾅｶ ｺｺﾅ 高3 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 やり投 2141 田中  伯乙 ﾀﾅｶ ﾊｵ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 やり投 2142 斉藤  和奏 ｻｲﾄｳ ﾜｶﾅ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 円盤投 2178 大川  奈桜 ｵｵｶﾜ ﾅｵ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
女子 やり投 2178 大川  奈桜 ｵｵｶﾜ ﾅｵ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
女子 やり投 2179 佐古  美潤 ｻｺ ﾐｼﾞｭ 高3 田方農高 ﾀｶﾞﾀﾉｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 2210 川口  武留 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
高校男子 砲丸投 2210 川口  武留 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
高校男子 円盤投 2210 川口  武留 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 5000m 2211 望月  啓汰 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲﾀ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 3000mSC 2211 望月  啓汰 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲﾀ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 100m 2212 小山内佳祐 ｵｻﾅｲ ｹｲｽｹ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 400mH 2212 小山内佳祐 ｵｻﾅｲ ｹｲｽｹ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×100mR 2212 小山内佳祐 ｵｻﾅｲ ｹｲｽｹ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×400mR 2212 小山内佳祐 ｵｻﾅｲ ｹｲｽｹ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 5000m 2213 平島  海愛 ﾋﾗｼﾏ ｱｸｱ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 3000mSC 2213 平島  海愛 ﾋﾗｼﾏ ｱｸｱ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 800m 2215 南条  颯汰 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｿｳﾀ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 5000m 2216 秋山    洸 ｱｷﾔﾏ ﾋｶﾙ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 3000mSC 2216 秋山    洸 ｱｷﾔﾏ ﾋｶﾙ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
高校男子 砲丸投 2217 那須野琢磨 ﾅｽﾉ ﾀｸﾏ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
高校男子 円盤投 2217 那須野琢磨 ﾅｽﾉ ﾀｸﾏ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 1500m 2218 百合草友太 ﾕﾘｸｻ ﾕｳﾀ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 5000m 2218 百合草友太 ﾕﾘｸｻ ﾕｳﾀ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 5000m 2220 清野実智雄 ｾｲﾉ ﾐﾁｵ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 3000mSC 2220 清野実智雄 ｾｲﾉ ﾐﾁｵ 高3 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 100m 2221 佐野  莉城 ｻﾉ ﾘｷ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 200m 2221 佐野  莉城 ｻﾉ ﾘｷ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×100mR 2221 佐野  莉城 ｻﾉ ﾘｷ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×400mR 2221 佐野  莉城 ｻﾉ ﾘｷ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 100m 2222 鈴木  颯真 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×100mR 2222 鈴木  颯真 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×400mR 2222 鈴木  颯真 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 走幅跳 2222 鈴木  颯真 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 100m 2223 佐野  友健 ｻﾉ ﾄﾓﾀｹ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 200m 2223 佐野  友健 ｻﾉ ﾄﾓﾀｹ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×400mR 2223 佐野  友健 ｻﾉ ﾄﾓﾀｹ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 100m 2224 佐野  歩夢 ｻﾉ ｱﾕﾑ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 200m 2224 佐野  歩夢 ｻﾉ ｱﾕﾑ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×100mR 2224 佐野  歩夢 ｻﾉ ｱﾕﾑ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×400mR 2224 佐野  歩夢 ｻﾉ ｱﾕﾑ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 110mH 2225 伊藤    蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 400mH 2225 伊藤    蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×100mR 2225 伊藤    蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×400mR 2225 伊藤    蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 5000m 2226 佐野  歩夢 ｻﾉ ｱﾕﾑ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 5000m 2227 丹沢  陸人 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 5000m 2228 佐野  道紀 ｻﾉ ﾐﾁｷ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 800m 2229 佐藤  愛音 ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 高2 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ



女子 円盤投 2233 早川  藍恋 ﾊﾔｶﾜ ｱｲﾚﾝ 高2 誠恵高 ｾｲｹｲｺｳ
女子 1500m 2241 近藤  琉華 ｺﾝﾄﾞｳ ﾙｶ 高3 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100mH 2242 大川ゆらり ｵｵｶﾜ ﾕﾗﾘ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 400mH 2242 大川ゆらり ｵｵｶﾜ ﾕﾗﾘ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×100mR 2242 大川ゆらり ｵｵｶﾜ ﾕﾗﾘ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×400mR 2242 大川ゆらり ｵｵｶﾜ ﾕﾗﾘ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×100mR 2243 秦  くるみ ﾊﾀ ｸﾙﾐ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×400mR 2243 秦  くるみ ﾊﾀ ｸﾙﾐ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 走幅跳 2243 秦  くるみ ﾊﾀ ｸﾙﾐ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 三段跳 2243 秦  くるみ ﾊﾀ ｸﾙﾐ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 400m 2244 秋山くるみ ｱｷﾔﾏ ｸﾙﾐ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 400mH 2244 秋山くるみ ｱｷﾔﾏ ｸﾙﾐ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×400mR 2244 秋山くるみ ｱｷﾔﾏ ｸﾙﾐ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100m 2245 浅井  日那 ｱｻｲ ﾋﾅ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 200m 2245 浅井  日那 ｱｻｲ ﾋﾅ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×100mR 2245 浅井  日那 ｱｻｲ ﾋﾅ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 800m 2246 肥田ひより ﾋﾀﾞ ﾋﾖﾘ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 1500m 2246 肥田ひより ﾋﾀﾞ ﾋﾖﾘ 高2 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 800m 2247 鈴木  彩夏 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 1500m 2247 鈴木  彩夏 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100mH 2248 下山  陽咲 ｼﾓﾔﾏ ﾋｻｷ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 400mH 2248 下山  陽咲 ｼﾓﾔﾏ ﾋｻｷ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 200m 2249 貴家ありさ ｻｽｶﾞ ｱﾘｻ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100mH 2249 貴家ありさ ｻｽｶﾞ ｱﾘｻ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100mH 2250 足立  愛姫 ｱﾀﾞﾁ ｱｷ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 走高跳 2250 足立  愛姫 ｱﾀﾞﾁ ｱｷ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×100mR 2251 神谷  唯菜 ｶﾐﾔ ﾕｲﾅ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 走幅跳 2251 神谷  唯菜 ｶﾐﾔ ﾕｲﾅ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 三段跳 2251 神谷  唯菜 ｶﾐﾔ ﾕｲﾅ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 砲丸投 2252 長沢向日葵 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾏﾘ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 円盤投 2252 長沢向日葵 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾏﾘ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 100m 2253 望月かれん ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾚﾝ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 200m 2253 望月かれん ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾚﾝ 高1 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
高校男子 砲丸投 2271 大河原  梓 ｵｵｶﾜﾗ ｱｽﾞｻ 高3 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 800m 2272 杉山  晃一 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 高3 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 走高跳 2273 杉浦  真河 ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝｶﾞ 高3 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 1500m 2275 岡    大誠 ｵｶ ﾀｲｾｲ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 100m 2276 飯塚  洸太 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳﾀ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 1500m 2277 佐野  湧悟 ｻﾉ ﾕｳｺﾞ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
高校男子 砲丸投 2278 秋山    善 ｱｷﾔﾏ ｾﾞﾝ 高2 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 やり投 2294 藤田  太陽 ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾖｳ 高3 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
高校男子 砲丸投 2325 後藤  拓也 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
高校男子 円盤投 2325 後藤  拓也 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 100m 2326 井田  昇汰 ｲﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 2326 井田  昇汰 ｲﾀﾞ ｼｮｳﾀ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 100m 2327 鈴木  遼平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 2327 鈴木  遼平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 100m 2328 深澤  拓巳 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 400m 2328 深澤  拓巳 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾐ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 100m 2329 赤池  勇希 ｱｶｲｹ ﾕｳｷ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 110mH 2329 赤池  勇希 ｱｶｲｹ ﾕｳｷ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 800m 2330 若山    優 ﾜｶﾔﾏ ﾕｳ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 1500m 2330 若山    優 ﾜｶﾔﾏ ﾕｳ 高3 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 100m 2331 大田  琉聖 ｵｵﾀ ﾘｭｳｾｲ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 200m 2331 大田  琉聖 ｵｵﾀ ﾘｭｳｾｲ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 2331 大田  琉聖 ｵｵﾀ ﾘｭｳｾｲ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 100m 2332 鈴木  健心 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 200m 2332 鈴木  健心 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 2332 鈴木  健心 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 100m 2333 渡邉    翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 100m 2334 伊山    諒 ｲﾔﾏ ﾘｮｳ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 110mH 2334 伊山    諒 ｲﾔﾏ ﾘｮｳ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 2334 伊山    諒 ｲﾔﾏ ﾘｮｳ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 走幅跳 2335 小穴  陽哉 ｵｱﾅ ﾊﾙﾔ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 三段跳 2335 小穴  陽哉 ｵｱﾅ ﾊﾙﾔ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 100m 2336 佐藤伊武輝 ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 2336 佐藤伊武輝 ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 800m 2337 五城  靖雄 ｺﾞｼﾞｮｳ ﾔｽｵ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 1500m 2337 五城  靖雄 ｺﾞｼﾞｮｳ ﾔｽｵ 高2 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 800m 2346 佐野    颯 ｻﾉ ﾊﾔﾃ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ



男子 1500m 2346 佐野    颯 ｻﾉ ﾊﾔﾃ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 100m 2347 深澤    蓮 ﾌｶｻﾜ ﾚﾝ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 200m 2347 深澤    蓮 ﾌｶｻﾜ ﾚﾝ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×100mR 2347 深澤    蓮 ﾌｶｻﾜ ﾚﾝ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×400mR 2347 深澤    蓮 ﾌｶｻﾜ ﾚﾝ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 800m 2348 植田  裕真 ｳｴﾀﾞ　ﾕｳﾏ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 1500m 2348 植田  裕真 ｳｴﾀﾞ　ﾕｳﾏ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×400mR 2348 植田  裕真 ｳｴﾀﾞ　ﾕｳﾏ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 200m 2349 望月  速人 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 400m 2349 望月  速人 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×100mR 2349 望月  速人 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×400mR 2349 望月  速人 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 100m 2359 歳田  晃誠 ﾄｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 200m 2359 歳田  晃誠 ﾄｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×100mR 2359 歳田  晃誠 ﾄｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×400mR 2359 歳田  晃誠 ﾄｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 高3 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 200m 2361 深澤那由太 ﾌｶｻﾜ ﾅﾕﾀ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 400m 2361 深澤那由太 ﾌｶｻﾜ ﾅﾕﾀ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×100mR 2361 深澤那由太 ﾌｶｻﾜ ﾅﾕﾀ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×400mR 2361 深澤那由太 ﾌｶｻﾜ ﾅﾕﾀ 高2 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 100m 2415 福島  大和 ﾌｸｼﾏ ﾔﾏﾄ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 110mH 2415 福島  大和 ﾌｸｼﾏ ﾔﾏﾄ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 400m 2508 小林  拓慈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸｼﾞ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 800m 2508 小林  拓慈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸｼﾞ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 100m 2509 佐藤  丈心 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｲ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 200m 2509 佐藤  丈心 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｲ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 4×100mR 2509 佐藤  丈心 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｲ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 100m 2510 山岸  大真 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾏｻ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 200m 2510 山岸  大真 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾏｻ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 4×100mR 2510 山岸  大真 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾏｻ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 100m 2512 田中  陽己 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 走幅跳 2512 田中  陽己 ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 4×100mR 2513 岩槻  優和 ｲﾜﾂｷ ﾕｳﾄ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 走幅跳 2513 岩槻  優和 ｲﾜﾂｷ ﾕｳﾄ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 三段跳 2513 岩槻  優和 ｲﾜﾂｷ ﾕｳﾄ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 100m 2516 平野    舜 ﾋﾗﾉ ｼｭﾝ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 200m 2516 平野    舜 ﾋﾗﾉ ｼｭﾝ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 4×100mR 2516 平野    舜 ﾋﾗﾉ ｼｭﾝ 高3 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 400m 2518 森下  真壮 ﾓﾘｼﾀ ﾏｵ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 800m 2518 森下  真壮 ﾓﾘｼﾀ ﾏｵ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 100m 2519 山口  歩真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾏ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 200m 2519 山口  歩真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾏ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 4×100mR 2519 山口  歩真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕﾏ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 800m 2520 平野  琉誠 ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｾｲ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 1500m 2520 平野  琉誠 ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｾｲ 高2 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 100m 2524 増田  拓実 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 高1 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 4×100mR 2524 増田  拓実 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 高1 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 1500m 2557 冨永己太朗 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺﾀﾛｳ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 5000m 2557 冨永己太朗 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺﾀﾛｳ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 200m 2559 青木  順啓 ｱｵｷ ﾕｷﾋﾛ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 400m 2559 青木  順啓 ｱｵｷ ﾕｷﾋﾛ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 800m 2561 祖父江奏太 ｿﾌｴ ｶﾅﾀ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 3000mSC 2561 祖父江奏太 ｿﾌｴ ｶﾅﾀ 高3 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 1500m 2562 鈴木  脩真 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾏ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 5000m 2562 鈴木  脩真 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾏ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 800m 2563 室伏  真裕 ﾑﾛﾌｼ ﾏｻﾋﾛ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 1500m 2563 室伏  真裕 ﾑﾛﾌｼ ﾏｻﾋﾛ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 1500m 2564 臼木  謙征 ｳｽｷ ｹﾝｾｲ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 5000m 2564 臼木  謙征 ｳｽｷ ｹﾝｾｲ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 100m 2566 杉谷  俊輔 ｽｷﾞﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 200m 2566 杉谷  俊輔 ｽｷﾞﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 高2 加藤学園暁秀高 ｶﾄｳｷﾞｮｳｼｭｳ
男子 200m 2587 望月  良真 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳﾏ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 400m 2587 望月  良真 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳﾏ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 2587 望月  良真 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳﾏ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 2587 望月  良真 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳﾏ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 2588 樋川  智寛 ﾋｶﾜ ﾁﾋﾛ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 400m 2588 樋川  智寛 ﾋｶﾜ ﾁﾋﾛ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 2588 樋川  智寛 ﾋｶﾜ ﾁﾋﾛ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 2588 樋川  智寛 ﾋｶﾜ ﾁﾋﾛ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 2590 遠藤  主税 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ



男子 200m 2590 遠藤  主税 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 2590 遠藤  主税 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 2590 遠藤  主税 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 2591 北浦    廉 ｷﾀｳﾗ ﾚﾝ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 2591 北浦    廉 ｷﾀｳﾗ ﾚﾝ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 2591 北浦    廉 ｷﾀｳﾗ ﾚﾝ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 2592 徳保  勇生 ﾄｸﾎ ﾕｳｷ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 棒高跳 2592 徳保  勇生 ﾄｸﾎ ﾕｳｷ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m 2594 深澤  創基 ﾌｶｻﾜ ｿｳｷ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 2594 深澤  創基 ﾌｶｻﾜ ｿｳｷ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 走高跳 2594 深澤  創基 ﾌｶｻﾜ ｿｳｷ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 800m 2595 渡邉  諒人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾄ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 1500m 2595 渡邉  諒人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾄ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 800m 2598 櫻井  蒼太 ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ 高3 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 200m 2602 松岡  歩夢 ﾏﾂｵｶ ｱﾕﾑ 高3 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 400m 2602 松岡  歩夢 ﾏﾂｵｶ ｱﾕﾑ 高3 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 5000m 2603 菊地  一馬 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾏ 高3 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 走高跳 2604 大木  隆市 ｵｵｷ ﾘｭｳｲﾁ 高3 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 800m 2606 平林  正三 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ 高3 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 5000m 2607 大村  元翔 ｵｵﾑﾗ ｹﾞﾝﾄ 高3 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 100m 2609 鈴木  純平 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高2 三島南高 ﾐｼﾏﾐﾅﾐｺｳ
男子 100m 2647 西山  佳吾 ﾆｼﾔﾏ ｹｲｺﾞ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 200m 2647 西山  佳吾 ﾆｼﾔﾏ ｹｲｺﾞ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 4×100mR 2647 西山  佳吾 ﾆｼﾔﾏ ｹｲｺﾞ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 200m 2648 小川海凪斗 ｵｶﾞﾜ ﾐﾅﾄ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 400m 2648 小川海凪斗 ｵｶﾞﾜ ﾐﾅﾄ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 4×100mR 2648 小川海凪斗 ｵｶﾞﾜ ﾐﾅﾄ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 4×100mR 2649 川原陽向大 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅﾀ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 走幅跳 2649 川原陽向大 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅﾀ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 三段跳 2649 川原陽向大 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾅﾀ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 110mH 2650 播磨  和哉 ﾊﾘﾏ ｶｽﾞﾔ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 400mH 2650 播磨  和哉 ﾊﾘﾏ ｶｽﾞﾔ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 4×100mR 2650 播磨  和哉 ﾊﾘﾏ ｶｽﾞﾔ 高3 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 110mH 2651 久田  光稀 ﾋｻﾀﾞ ﾐﾂｷ 高2 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 4×100mR 2651 久田  光稀 ﾋｻﾀﾞ ﾐﾂｷ 高2 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 走高跳 2651 久田  光稀 ﾋｻﾀﾞ ﾐﾂｷ 高2 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 100m 2652 神戸  桜太 ｶﾝﾍﾞ ｵｳﾀ 高2 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 200m 2652 神戸  桜太 ｶﾝﾍﾞ ｵｳﾀ 高2 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 4×100mR 2652 神戸  桜太 ｶﾝﾍﾞ ｵｳﾀ 高2 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 400m 2653 髙塚  俊佑 ﾀｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 高2 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 800m 2653 髙塚  俊佑 ﾀｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 高2 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 100m 2689 小野希世喜 ｵﾉ ｷｾｷ 高2 沼津中央高 ﾇﾏﾂﾞﾁｭｳｵｳｺｳ
男子 100m 2701 大瀬  光司 ｵｵｾ ｺｳｼ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×100mR 2701 大瀬  光司 ｵｵｾ ｺｳｼ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 走幅跳 2701 大瀬  光司 ｵｵｾ ｺｳｼ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 5000m 2703 塚原  康平 ﾂｶﾊﾗ ｺｳﾍｲ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 200m 2704 今井  孝亮 ｲﾏｲ ｺｳｽｹ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×100mR 2704 今井  孝亮 ｲﾏｲ ｺｳｽｹ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 200m 2706 中島  大耀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 400m 2706 中島  大耀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×100mR 2706 中島  大耀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×400mR 2706 中島  大耀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 5000m 2707 二宮翔太朗 ﾆﾉﾐﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 1500m 2709 真野  幹大 ﾏﾉ ｶﾝﾀ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 5000m 2709 真野  幹大 ﾏﾉ ｶﾝﾀ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×400mR 2709 真野  幹大 ﾏﾉ ｶﾝﾀ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 5000m 2710 天野  隼輔 ｱﾏﾉ ｼｭﾝｽｹ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 400m 2715 稲岡  拓実 ｲﾅｵｶ ﾀｸﾐ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 400mH 2715 稲岡  拓実 ｲﾅｵｶ ﾀｸﾐ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×100mR 2715 稲岡  拓実 ｲﾅｵｶ ﾀｸﾐ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×400mR 2715 稲岡  拓実 ｲﾅｵｶ ﾀｸﾐ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 1500m 2716 植田  悠太 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 5000m 2716 植田  悠太 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 400m 2717 小竹  淳平 ｺﾀｹ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 800m 2717 小竹  淳平 ｺﾀｹ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 1500m 2717 小竹  淳平 ｺﾀｹ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 200m 2718 堀井  裕太 ﾎﾘｲ ﾕｳﾀ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 400m 2718 堀井  裕太 ﾎﾘｲ ﾕｳﾀ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×400mR 2718 堀井  裕太 ﾎﾘｲ ﾕｳﾀ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 100m 2721 猪俣  輝大 ｲﾉﾏﾀ ｺｳﾀﾞｲ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ



男子 110mH 2721 猪俣  輝大 ｲﾉﾏﾀ ｺｳﾀﾞｲ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×100mR 2721 猪俣  輝大 ｲﾉﾏﾀ ｺｳﾀﾞｲ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 100m 2722 辻    拓也 ﾂｼﾞ ﾀｸﾔ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 400mH 2722 辻    拓也 ﾂｼﾞ ﾀｸﾔ 高3 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 110mH 2723 西島光汰朗 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 400mH 2723 西島光汰朗 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×100mR 2723 西島光汰朗 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×400mR 2723 西島光汰朗 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 200m 2724 稲葉  悠介 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｽｹ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 400m 2724 稲葉  悠介 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｽｹ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×400mR 2724 稲葉  悠介 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｽｹ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 100m 2725 植松  幹太 ｳｴﾏﾂ ｶﾝﾀ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 1500m 2726 窪田  慈陽 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞﾖｳ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 5000m 2726 窪田  慈陽 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞﾖｳ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 800m 2727 杉山  昂誠 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 1500m 2727 杉山  昂誠 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 走幅跳 2728 塚田  悠斗 ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 三段跳 2728 塚田  悠斗 ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 100m 2729 丹羽  大志 ﾆﾜ ﾀｲｼ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 200m 2729 丹羽  大志 ﾆﾜ ﾀｲｼ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×100mR 2729 丹羽  大志 ﾆﾜ ﾀｲｼ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 400m 2730 藤沼    圭 ﾌｼﾞﾇﾏ ｹｲ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×100mR 2730 藤沼    圭 ﾌｼﾞﾇﾏ ｹｲ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×400mR 2730 藤沼    圭 ﾌｼﾞﾇﾏ ｹｲ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 走幅跳 2730 藤沼    圭 ﾌｼﾞﾇﾏ ｹｲ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 100m 2732 山本  凌也 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 200m 2732 山本  凌也 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×100mR 2732 山本  凌也 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×400mR 2732 山本  凌也 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 100m 2733 葉    涵一 ﾖｳ ｶﾝｲﾁ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 200m 2733 葉    涵一 ﾖｳ ｶﾝｲﾁ 高2 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 800m 2734 加藤    輝 ｶﾄｳ ｷﾗ 高1 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 1500m 2735 福士  拓海 ﾌｸｼ ﾀｸﾐ 高1 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 400mH 2745 片田  大空 ｶﾀﾀﾞ ｿﾗ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×100mR 2745 片田  大空 ｶﾀﾀﾞ ｿﾗ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×400mR 2745 片田  大空 ｶﾀﾀﾞ ｿﾗ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 三段跳 2745 片田  大空 ｶﾀﾀﾞ ｿﾗ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 800m 2746 鈴木    翔 ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×400mR 2746 鈴木    翔 ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 800m 2747 米山  拓真 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｸﾏ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×400mR 2747 米山  拓真 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｸﾏ 高3 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 1500m 2761 勝又  龍夢 ｶﾂﾏﾀ ﾘｭｳﾑ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 5000m 2761 勝又  龍夢 ｶﾂﾏﾀ ﾘｭｳﾑ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 走幅跳 2762 鍵山  将輝 ｶｷﾞﾔﾏ ﾏｻｷ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 三段跳 2762 鍵山  将輝 ｶｷﾞﾔﾏ ﾏｻｷ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 200m 2764 渡邉    稜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 400m 2764 渡邉    稜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×400mR 2764 渡邉    稜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 1500m 2767 今村  直輝 ｲﾏﾑﾗ ﾅｵｷ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 5000m 2768 髙田  恭羽 ﾀｶﾀﾞ ｷｮｳ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 200m 2774 高橋  颯汰 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 400m 2774 高橋  颯汰 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×400mR 2774 高橋  颯汰 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 400m 2775 髙山  純哉 ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×400mR 2775 髙山  純哉 ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 高3 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 5000m 2776 小泉  友二 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｼﾞ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 100m 2779 菊島  龍星 ｷｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 200m 2779 菊島  龍星 ｷｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 100m 2780 甘糟  翔太 ｱﾏｶｽ ｼｮｳﾀ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 走幅跳 2780 甘糟  翔太 ｱﾏｶｽ ｼｮｳﾀ 高2 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 100m 2801 美濃部康誓 ﾐﾉﾍﾞ ｺｳｾｲ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 2801 美濃部康誓 ﾐﾉﾍﾞ ｺｳｾｲ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 2801 美濃部康誓 ﾐﾉﾍﾞ ｺｳｾｲ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 2802 富田  颯真 ﾄﾐﾀ ｿｳﾏ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 走幅跳 2802 富田  颯真 ﾄﾐﾀ ｿｳﾏ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 三段跳 2802 富田  颯真 ﾄﾐﾀ ｿｳﾏ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 走幅跳 2803 安永    優 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 三段跳 2803 安永    優 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 100m 2804 片岡  孝麻 ｶﾀｵｶ ｺｳﾏ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 200m 2804 片岡  孝麻 ｶﾀｵｶ ｺｳﾏ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ



男子 4×100mR 2804 片岡  孝麻 ｶﾀｵｶ ｺｳﾏ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 400m 2805 笠原  隼人 ｶｻﾊﾗ ﾊﾔﾄ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 800m 2805 笠原  隼人 ｶｻﾊﾗ ﾊﾔﾄ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 2805 笠原  隼人 ｶｻﾊﾗ ﾊﾔﾄ 高3 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 2821 梶原  綾月 ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｶﾞ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 走幅跳 2821 梶原  綾月 ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｶﾞ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 200m 2822 榊原  大登 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 4×100mR 2822 榊原  大登 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔﾏﾄ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 400m 2823 瀬古    秋 ｾｺ ｼｭｳ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 200m 2824 永田  真弥 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾔ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 4×100mR 2824 永田  真弥 ﾅｶﾞﾀ ﾏﾔ 高2 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 100m 2831 小山  琉貴 ｺﾔﾏ ﾙｷ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 200m 2831 小山  琉貴 ｺﾔﾏ ﾙｷ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×100mR 2831 小山  琉貴 ｺﾔﾏ ﾙｷ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 400m 2832 豊澤    晃 ﾄﾖｻﾜ ｺｳ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 400mH 2832 豊澤    晃 ﾄﾖｻﾜ ｺｳ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×100mR 2832 豊澤    晃 ﾄﾖｻﾜ ｺｳ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×400mR 2832 豊澤    晃 ﾄﾖｻﾜ ｺｳ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 100m 2833 渡辺  凱斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 200m 2833 渡辺  凱斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×100mR 2833 渡辺  凱斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×400mR 2833 渡辺  凱斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 100m 2834 川上  尚馬 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾏ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 200m 2834 川上  尚馬 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾏ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×100mR 2834 川上  尚馬 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾏ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 800m 2835 河合  遥希 ｶﾜｲ ﾊﾙｷ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 1500m 2835 河合  遥希 ｶﾜｲ ﾊﾙｷ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×400mR 2835 河合  遥希 ｶﾜｲ ﾊﾙｷ 高2 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×100mR 3034 鈴木  優聖 ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 中2 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
男子 4×100mR 3035 佐藤  汰一 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 中2 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
男子 4×100mR 3036 西村  心斗 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝﾄ 中2 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
男子 4×100mR 3039 舘越    優 ﾀﾃｺｼ ﾕｳ 中2 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
男子 4×100mR 3053 池藤  煌弥 ｲｹﾌｼﾞ ｺｳﾔ 中3 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
男子 4×100mR 3057 諏訪    蓮 ｽﾜ ﾚﾝ 中3 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
男子 4×100mR 3059 西村  宗真 ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾏ 中3 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
男子 4×100mR 3067 金ケ崎龍太 ｶﾈｶﾞｻｷ ﾘｭｳﾀ 中2 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
男子 4×100mR 3068 山本  脩斗 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ 中2 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
男子 4×100mR 3069 石川煌太郎 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 中2 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
女子 100m 10015 秋山こはる ｱｷﾔﾏ ｺﾊﾙ 中2 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 200m 10015 秋山こはる ｱｷﾔﾏ ｺﾊﾙ 中２ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 4×100mR 10015 秋山こはる ｱｷﾔﾏ ｺﾊﾙ 中２ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 100m 10018 山本ゆりあ ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｱ 中2 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 200m 10018 山本ゆりあ ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｱ 中２ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 4×100mR 10018 山本ゆりあ ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｱ 中２ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 100m 10019 栗原  千依 ｸﾘﾊﾗ ﾁﾖﾘ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 200m 10019 栗原  千依 ｸﾘﾊﾗ ﾁﾖﾘ 中３ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 4×100mR 10019 栗原  千依 ｸﾘﾊﾗ ﾁﾖﾘ 中３ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 100m 10020 瀧口  侑仔 ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｲ 中３ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 4×100mR 10020 瀧口  侑仔 ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｲ 中３ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 100m 10021 水品    花 ﾐｽﾞｼﾅ ﾊﾅ 中３ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 200m 10021 水品    花 ﾐｽﾞｼﾅ ﾊﾅ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 4×100mR 10021 水品    花 ﾐｽﾞｼﾅ ﾊﾅ 中３ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 100m 10022 村岡  明莉 ﾑﾗｵｶ ｱｶﾘ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 200m 10022 村岡  明莉 ﾑﾗｵｶ ｱｶﾘ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 4×100mR 10022 村岡  明莉 ﾑﾗｵｶ ｱｶﾘ 中３ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 100m 10034 井上  蒼太 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 中2 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 200m 10034 井上  蒼太 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 中2 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 400m 10034 井上  蒼太 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 中2 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 4×100mR 10034 井上  蒼太 ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 中２ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 100m 10038 鈴木  康生 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 200m 10038 鈴木  康生 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 中３ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 4×100mR 10038 鈴木  康生 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 中３ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 100m 10039 関    竜馬 ｾｷ ﾘｮｳﾏ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 200m 10039 関    竜馬 ｾｷ ﾘｮｳﾏ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 4×100mR 10039 関    竜馬 ｾｷ ﾘｮｳﾏ 中３ スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 100m 10041 福井  晴琉 ﾌｸｲ ﾊﾙ 中2 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 200m 10041 福井  晴琉 ﾌｸｲ ﾊﾙ 中2 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 4×100mR 10041 福井  晴琉 ﾌｸｲ ﾊﾙ 中2 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 100m 10042 松尾  温希 ﾏﾂｵ ﾊﾙｷ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 200m 10042 松尾  温希 ﾏﾂｵ ﾊﾙｷ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-



男子 4×100mR 10042 松尾  温希 ﾏﾂｵ ﾊﾙｷ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 100m 10043 山田  陽登 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾄ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 400m 10043 山田  陽登 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾄ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 4×100mR 10043 山田  陽登 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾄ 中3 スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 1500m 10054 藤田虎太郎 ﾌｼﾞﾀ ｺﾀﾛｳ 中1 マイティマウスTT ﾏｲﾃｨﾏｳｽTT
男子 1500m 10055 勝又  蒼弥 ｶﾂﾏﾀ ｿｳﾔ 中1 マイティマウスTT ﾏｲﾃｨﾏｳｽTT
女子 800m 10057 中野  愛梨 ﾅｶﾉ ｱｲﾘ 中2 ｽﾎﾟｳｴﾙAC富士 ｽﾎﾟｳｴﾙﾌｼﾞ
女子 100m 10065 菅井  優香 ｽｶﾞｲ ﾕｳｶ 中3 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 200m 10065 菅井  優香 ｽｶﾞｲ ﾕｳｶ 中3 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 4×100mR 10065 菅井  優香 ｽｶﾞｲ ﾕｳｶ 中3 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
女子 200m 10066 大友萌々佳 ｵｵﾄﾓ ﾓﾓｶ 中3 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 4×100mR 10066 大友萌々佳 ｵｵﾄﾓ ﾓﾓｶ 中3 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
女子 100m 10068 阿倉みやび ｱｸﾗ ﾐﾔﾋﾞ 中3 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 4×100mR 10068 阿倉みやび ｱｸﾗ ﾐﾔﾋﾞ 中3 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
男子 100m 10069 井上  拓哉 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 中3 ｽﾎﾟｳｴﾙAC富士 ｽﾎﾟｳｴﾙﾌｼﾞ
男子 200m 10069 井上  拓哉 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 中3 ｽﾎﾟｳｴﾙAC富士 ｽﾎﾟｳｴﾙﾌｼﾞ
女子 100m 10069 斎藤  陽葵 ｻｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 中3 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 走幅跳 10069 斎藤  陽葵 ｻｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 中3 富士JAC ﾌｼﾞJAC
女子 4×100mR 10069 斎藤  陽葵 ｻｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 中3 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
男子 200m 10070 大友祐宇音 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾄ 中3 ｽﾎﾟｳｴﾙAC富士 ｽﾎﾟｳｴﾙﾌｼﾞ
男子 400m 10070 大友祐宇音 ｵｵﾄﾓ ﾕｳﾄ 中3 ｽﾎﾟｳｴﾙAC富士 ｽﾎﾟｳｴﾙﾌｼﾞ
女子 100m 10070 木下もなみ ｷﾉｼﾀ ﾓﾅﾐ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 4×100mR 10070 木下もなみ ｷﾉｼﾀ ﾓﾅﾐ 中2 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
女子 100m 10071 片岡  紅葉 ｶﾀｵｶ ｸﾚﾊ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 200m 10071 片岡  紅葉 ｶﾀｵｶ ｸﾚﾊ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 4×100mR 10071 片岡  紅葉 ｶﾀｵｶ ｸﾚﾊ 中2 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
女子 100m 10072 渡辺  桃花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 200m 10072 渡辺  桃花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 4×100mR 10072 渡辺  桃花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓｶ 中2 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
女子 100m 10073 岸本くるみ ｷｼﾓﾄ ｸﾙﾐ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 走幅跳 10073 岸本くるみ ｷｼﾓﾄ ｸﾙﾐ 中2 富士JAC ﾌｼﾞJAC
女子 4×100mR 10073 岸本くるみ ｷｼﾓﾄ ｸﾙﾐ 中2 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
男子 100m 10075 鍋田    晟 ﾅﾍﾞﾀ ｼﾞｮｳ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
男子 走高跳 10075 鍋田    晟 ﾅﾍﾞﾀ ｼﾞｮｳ 中2 富士JAC ﾌｼﾞJAC
女子 100m 10075 高田  七海 ﾀｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中1 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
男子 4×100mR 10075 鍋田    晟 ﾅﾍﾞﾀ ｼﾞｮｳ 中2 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
女子 4×100mR 10075 高田  七海 ﾀｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中1 富士JAC C ﾌｼﾞJAC C
男子 100m 10076 青野  裕成 ｱｵﾉ ﾕｳｾｲ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 100m 10076 清    日向 ｾｲ ﾋﾅﾀ 中1 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
男子 4×100mR 10076 青野  裕成 ｱｵﾉ ﾕｳｾｲ 中2 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
女子 4×100mR 10076 清    日向 ｾｲ ﾋﾅﾀ 中1 富士JAC C ﾌｼﾞJAC C
男子 100m 10077 中野純一郎 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
男子 4×100mR 10077 中野純一郎 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 中2 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
男子 1500m 10078 栗田  暖士 ｸﾘﾀ ｵﾄ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
男子 100m 10079 二又川蒼真 ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜ ｿｳﾏ 中1 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
男子 4×100mR 10079 二又川蒼真 ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜ ｿｳﾏ 中1 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
男子 100m 10080 稲葉  大晟 ｲﾅﾊﾞ ﾀｲｾｲ 中1 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
男子 4×100mR 10080 稲葉  大晟 ｲﾅﾊﾞ ﾀｲｾｲ 中1 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
男子 4×100mR 10081 小林  侑生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 中1 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
男子 100m 10082 斎藤  滉大 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 中1 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
男子 4×100mR 10082 斎藤  滉大 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 中1 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
男子 100m 10085 曽山  陽紀 ｿﾔﾏ ﾊﾙｷ 中2 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
男子 4×100mR 10085 曽山  陽紀 ｿﾔﾏ ﾊﾙｷ 中2 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
女子 100m 10106 小針  陽葉 ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾊ 中3 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 200m 10106 小針  陽葉 ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾊ 中3 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 4×100mR 10106 小針  陽葉 ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾊ 中3 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 100m 10108 大嶽  眞子 ｵｵﾀﾞｹ ﾏｺ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 4×100mR 10108 大嶽  眞子 ｵｵﾀﾞｹ ﾏｺ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 100m 10111 秋山    響 ｱｷﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 200m 10111 秋山    響 ｱｷﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 4×100mR 10111 秋山    響 ｱｷﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 100m 10112 齋藤  杏美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 4×100mR 10112 齋藤  杏美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 走幅跳 10112 齋藤  杏美 ｻｲﾄｳ ｱﾐ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 100m 10113 高橋  見天 ﾀｶﾊｼ ﾐｿﾗ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 4×100mR 10113 高橋  見天 ﾀｶﾊｼ ﾐｿﾗ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 100m 10114 小松崎瑠來 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾙｸ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 4×100mR 10114 小松崎瑠來 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾙｸ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
男子 100m 10132 廣田  冴月 ﾋﾛﾀ ｻﾂｷ 中2 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 1500m 10166 山本  紗弥 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 中3 さくら陸上 ｻｸﾗﾘｸｼﾞｮｳ



女子 800m 10167 金指  星来 ｶﾅｻﾞｼ ｾｲﾗ 中2 さくら陸上 ｻｸﾗﾘｸｼﾞｮｳ
女子 1500m 10167 金指  星来 ｶﾅｻﾞｼ ｾｲﾗ 中2 さくら陸上 ｻｸﾗﾘｸｼﾞｮｳ
女子 800m 10169 酒井  鈴奈 ｻｶｲ ﾘﾝﾅ 中1 さくら陸上 ｻｸﾗﾘｸｼﾞｮｳ
女子 1500m 10169 酒井  鈴奈 ｻｶｲ ﾘﾝﾅ 中1 さくら陸上 ｻｸﾗﾘｸｼﾞｮｳ
男子 100m 10172 高梨  琉晟 ﾀｶﾅｼ ﾘｭｳｾｲ 高2 Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 200m 10172 高梨  琉晟 ﾀｶﾅｼ ﾘｭｳｾｲ 高2 Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 4×100mR 10172 高梨  琉晟 ﾀｶﾅｼ ﾘｭｳｾｲ 高2 Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 100m 10175 稲木  汰志 ｲﾅｷﾞ ﾀｲｼ 中２ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 100m 10176 加来  涼真 ｶｸ ﾘｮｳﾏ 中２ Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 400m 10176 加来  涼真 ｶｸ ﾘｮｳﾏ 中２ Runway ﾗﾝｳｪｲ
女子 1500m 10208 沖田  真優 ｵｷﾀ ﾏﾕ 中2 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
女子 1500m 10209 小林  ひよ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖ 中2 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
女子 800m 10210 遠藤  杏莉 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾝﾘ 中2 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
女子 1500m 10212 藤田  萌夢 ﾌｼﾞﾀ ﾒﾒ 中2 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
女子 1500m 10214 沖田  珠優 ｵｷﾀ ﾐﾕ 中1 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
女子 1500m 10215 近藤  琵杏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾞｱﾝ 中1 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
女子 800m 10216 渡辺はな乃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅﾉ 中１ FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
女子 100m 10221 小野  杏南 ｵﾉ ｱﾝﾅ 中1 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 4×100mR 10221 小野  杏南 ｵﾉ ｱﾝﾅ 中1 富士JAC C ﾌｼﾞJAC C
女子 100m 10222 芹澤  奏羽 ｾﾘｻﾞﾜ ｶﾅｳ 中1 富士ＪＡＣ ﾌｼﾞJAC
女子 4×100mR 10222 芹澤  奏羽 ｾﾘｻﾞﾜ ｶﾅｳ 中1 富士JAC C ﾌｼﾞJAC C
男子 800m 10276 遠藤    海 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲ 中3 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
男子 1500m 10276 遠藤    海 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲ 中3 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
男子 1500m 10278 高田  唯斗 ﾀｶﾀﾞ ﾕｲﾄ 中3 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
男子 1500m 10280 浅見  隆斗 ｱｻﾐ ﾘｭｳﾄ 中2 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
女子 800m 10280 深澤  雪花 ﾌｶｻﾜ ﾕｷｶ 中3 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
女子 1500m 10280 深澤  雪花 ﾌｶｻﾜ ﾕｷｶ 中3 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
男子 1500m 10283 藤巻  和聖 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞｻ 中1 FUJI R.C ﾌｼﾞ RC
女子 800m 10285 新井帆乃花 ｱﾗｲ ﾎﾉｶ 中3 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
女子 800m 10291 半田帆乃花 ﾊﾝﾀﾞ ﾎﾉｶ 中2 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
女子 1500m 10291 半田帆乃花 ﾊﾝﾀﾞ ﾎﾉｶ 中2 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
男子 800m 10325 森    獅童 ﾓﾘ ｼﾄﾞｳ 中3 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
男子 1500m 10325 森    獅童 ﾓﾘ ｼﾄﾞｳ 中3 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
男子 800m 10327 梅原  龍聖 ｳﾒﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 中2 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
男子 800m 10330 篠原  拓夢 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛﾑ 中2 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
男子 1500m 10331 坂野  駆琉 ｻｶﾉ ｶｹﾙ 中2 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
男子 1500m 10353 山崎  埜生 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｳ 中2 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
男子 1500m 10354 鈴木  響介 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｽｹ 中2 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
男子 1500m 10438 佐藤  新太 ｻﾄｳ ｱﾗﾀ 中2 富士常葉JC ﾌｼﾞﾄｺﾊJC
男子 110mH 10549 滝口  康成 ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ M1 東学大 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲ
男子 400m 10550 池内  祐貴 ｲｹｳﾁ ﾕｳｷ 大4 東学大 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲ
男子 200m 10551 濱道    健 ﾊﾏﾐﾁ ﾀｹﾙ 大4 東学大 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲ
男子 400m 10551 濱道    健 ﾊﾏﾐﾁ ﾀｹﾙ 大4 東学大 ﾄｳｷｮｳｶﾞｸｹﾞｲ
男子 1500m 10557 関    颯介 ｾｷ ｿｳｽｹ 4 東京経済大 ﾄｳｹｲﾀﾞｲ
男子 1500m 10760 山﨑  健聖 ヤマザキ　タケトシ 大3 帝京平成大 ﾃｲｷｮｳｺｸｻｲ
男子 5000m 10760 山﨑  健聖 ヤマザキ　タケトシ 大3 帝京平成大 ﾃｲｷｮｳｺｸｻｲ
女子 200m 11152 篠原  柚葉 ｼﾉﾊﾗﾕ ｽﾞﾊ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11281 吉田  ゆめ ﾖｼﾀﾞﾕﾒ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 800m 11293 横山  凰牙 ﾖｺﾔﾏｺｳｶﾞ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 1500m 11293 横山  凰牙 ﾖｺﾔﾏｺｳｶﾞ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11293 横山  凰牙 ﾖｺﾔﾏｺｳｶﾞ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11293 前田  晏直 ﾏｴﾀﾞｱﾝｼﾞ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 100m 11294 高橋  佳希 ﾀｶﾊｼﾖｼｷ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11294 高橋  佳希 ﾀｶﾊｼﾖｼｷ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11295 中谷  那弥 ﾅｶﾔﾄﾓﾔ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 走幅跳 11295 中谷  那弥 ﾅｶﾔﾄﾓﾔ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 100m 11296 高橋  侑希 ﾀｶﾊｼﾕｳｷ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11296 高橋  侑希 ﾀｶﾊｼﾕｳｷ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 100m 11297 田代  拓也 ﾀｼﾛﾀｸﾔ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11297 田代  拓也 ﾀｼﾛﾀｸﾔ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11298 前田  晏直 ﾏｴﾀﾞｱﾝｼﾞ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 走幅跳 11298 前田  晏直 ﾏｴﾀﾞｱﾝｼﾞ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 1500m 11299 杉山  直光 ｽｷﾞﾔﾏﾅｵﾐﾂ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 200m 11300 井上  智寛 ｲﾉｳｴﾁﾋﾛ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11300 井上  智寛 ｲﾉｳｴﾁﾋﾛ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 走幅跳 11300 井上  智寛 ｲﾉｳｴﾁﾋﾛ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 100m 11301 大野  来翔 ｵｵﾉﾗｲﾄ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11301 大野  来翔 ｵｵﾉﾗｲﾄ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 走幅跳 11301 大野  来翔 ｵｵﾉﾗｲﾄ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 100m 11302 木村  結伍 ｷﾑﾗﾕｳｺﾞ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ



男子 400m 11302 木村  結伍 ｷﾑﾗﾕｳｺﾞ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11302 木村  結伍 ｷﾑﾗﾕｳｺﾞ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
女子 100m 11302 初又  瑚白 ﾊﾂﾏﾀｺﾊｸ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 1500m 11303 前田  堆智 ﾏｴﾀﾞﾀｲﾁ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
女子 100m 11303 菅沼  結衣 ｽｶﾞﾇﾏﾕｲ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
女子 800m 11304 柳沢さくら ﾔﾅｷﾞｻﾜｻｸﾗ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 1500m 11305 廣瀬  晃希 ﾋﾛｾｺｳｷ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 11305 廣瀬  晃希 ﾋﾛｾｺｳｷ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
女子 1500m 11306 鈴木  萌湖 ｽｽﾞｷﾓｺ 中3 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
女子 200m 11307 鈴木  愛瑠 ｽｽﾞｷｱｲﾙ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
女子 800m 11307 鈴木  愛瑠 ｽｽﾞｷｱｲﾙ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
女子 100m 11308 竹村妃麻吏 ﾀｹﾑﾗﾋﾏﾘ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
女子 800m 11310 濵田  小雪 ﾊﾏﾀﾞｺﾕｷ 中2 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 100m 11323 中野    完 ﾅｶﾉ ｶﾝ 中3 韮山中 ｲｽﾞﾉｸﾆﾆﾗﾔﾏ
男子 走幅跳 11323 中野    完 ﾅｶﾉ ｶﾝ 中3 韮山中 ｲｽﾞﾉｸﾆﾆﾗﾔﾏ
男子 800m 11324 山岸  永汰 ﾔﾏｷﾞｼ ｴｲﾀ 中3 韮山中 ｲｽﾞﾉｸﾆﾆﾗﾔﾏ
男子 1500m 11324 山岸  永汰 ﾔﾏｷﾞｼ ｴｲﾀ 中3 韮山中 ｲｽﾞﾉｸﾆﾆﾗﾔﾏ
女子 800m 11326 福士    茜 ﾌｸｼ ｱｶﾈ 中3 韮山中 ｲｽﾞﾉｸﾆﾆﾗﾔﾏ
男子 100m 11327 高井  優太 ﾀｶｲ ﾕｳﾀ 中3 韮山中 ｲｽﾞﾉｸﾆﾆﾗﾔﾏ
男子 200m 11327 高井  優太 ﾀｶｲ ﾕｳﾀ 中3 韮山中 ｲｽﾞﾉｸﾆﾆﾗﾔﾏ
女子 800m 11371 西川  四季 ﾆｼｶﾜ ｼｷ 中3 函南中 ｶﾝﾅﾐ
女子 800m 11374 藤田  妃菜 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ 中2 函南中 ｶﾝﾅﾐ
男子 100m 11375 鈴木  健斗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 中3 函南中 ｶﾝﾅﾐ
男子 200m 11375 鈴木  健斗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 中3 函南中 ｶﾝﾅﾐ
女子 1500m 11406 福士  奈桜 ﾌｸｼ ﾅｵ 中2 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 800m 11407 斎藤  未愛 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 中2 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
男子 1500m 11409 石井  貴之 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 中3 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
男子 800m 11419 髙橋  涼太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 中2 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 11427 須藤菜々子 ｽﾄﾞｳ ﾅﾅｺ 中2 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 100m 11428 森  湖己波 ﾓﾘ ｺｺﾊ 中2 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 11428 森  湖己波 ﾓﾘ ｺｺﾊ 中2 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 11429 渡辺  李杏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｱﾝ 中2 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 100m 11430 水林  小春 ﾐｽﾞﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾙ 中2 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 11430 水林  小春 ﾐｽﾞﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾙ 中2 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
男子 800m 11431 仁村  奏翔 ﾆﾑﾗ ｶﾅﾄ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 100m 11432 内田  涼大 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 走幅跳 11432 内田  涼大 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 11432 内田  涼大 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 中3 伊東南中 B ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 1500m 11433 齋藤  光希 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 100m 11434 鈴木    暢 ｽｽﾞｷ ﾉﾝ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 走幅跳 11434 鈴木    暢 ｽｽﾞｷ ﾉﾝ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 11434 鈴木    暢 ｽｽﾞｷ ﾉﾝ 中3 伊東南中 A ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 100m 11435 鈴木  悠大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 200m 11435 鈴木  悠大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 11435 鈴木  悠大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 中3 伊東南中 A ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 100m 11436 杉山    聖 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 200m 11436 杉山    聖 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 11436 杉山    聖 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 中3 伊東南中 A ｲﾄｳﾐﾅﾐ
女子 100m 11437 波多  若葉 ﾊﾀ ﾜｶﾊﾞ 中2 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
女子 100m 11438 嶋田  彩美 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔﾐ 中2 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 11438 河田  康生 ｶﾜﾀ ｺｳｾｲ 中2 伊東南中 B ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 800m 11439 小西  佑昌 ｺﾆｼ ﾕｳｼｮｳ 中2 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 1500m 11440 藤原  宏人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 中2 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
女子 走幅跳 11440 坂田  梨乃 ｻｶﾀ ﾘﾉ 中2 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
女子 100m 11441 村上  里桜 ﾑﾗｶﾐ ﾘｵ 中2 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 100m 11442 片山  星那 ｶﾀﾔﾏ ｾﾅ 中2 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 11442 片山  星那 ｶﾀﾔﾏ ｾﾅ 中2 伊東南中 B ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 100m 11454 石田  千翔 ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾄ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
女子 走幅跳 11454 高橋  千咲 ﾀｶﾊｼ ﾁｻｷ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 11454 石田  千翔 ｲｼﾀﾞ ﾕｷﾄ 中3 伊東南中 A ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 200m 11455 小倉  優翔 ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 11455 小倉  優翔 ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ 中3 伊東南中 B ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 1500m 11456 齋藤    光 ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ 中3 伊東南中 ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 1500m 11511 藤間  敦也 ﾌｼﾞﾏ ｱﾂﾔ 中2 熱海中 ｱﾀﾐ
女子 400m 11514 坂本  美羽 ｻｶﾓﾄ ﾐﾊﾈ 中2 熱海中 ｱﾀﾐ
女子 800m 11514 坂本  美羽 ｻｶﾓﾄ ﾐﾊﾈ 中2 熱海中 ｱﾀﾐ
男子 800m 11551 小林  翔新 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｱ 中3 熱海泉中 ｱﾀﾐｲｽﾞﾐ
男子 1500m 11551 小林  翔新 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｱ 中3 熱海泉中 ｱﾀﾐｲｽﾞﾐ
男子 5000m 11551 小林  翔新 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｱ 中3 熱海泉中 ｱﾀﾐｲｽﾞﾐ
女子 800m 11561 遠藤  朱莉 ｴﾝﾄﾞｳｱｶﾘ 中2 日大三島中 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ



女子 1500m 11561 遠藤  朱莉 ｴﾝﾄﾞｳｱｶﾘ 中2 日大三島中 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 800m 11565 大川  真歩 ｵｵｶﾜﾏﾎ 中3 日大三島中 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 1500m 11565 大川  真歩 ｵｵｶﾜﾏﾎ 中3 日大三島中 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 100m 11603 大石    梓 ｵｵｲｼ ｱｽﾞｻ 中3 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 800m 11604 西家  采那 ﾆｼｲｴ ｱﾔﾅ 中3 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
男子 走幅跳 11607 神戸  慎平 ｶﾝﾍﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 100m 11607 小木    花 ｵｷﾞ ﾊﾅ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 走幅跳 11608 小林  優歩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｱ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 100m 11609 宮崎  顕子 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷｺ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 200m 11609 宮崎  顕子 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷｺ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 400m 11611 守村  夏帆 ﾓﾘﾑﾗ ﾅﾂﾎ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 800m 11611 守村  夏帆 ﾓﾘﾑﾗ ﾅﾂﾎ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
男子 200m 11614 坪井  和希 ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞｷ 中3 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
男子 400m 11614 坪井  和希 ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞｷ 中3 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 100m 11614 村上  愛菜 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾅ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
男子 100m 11615 加藤  雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 中3 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
男子 走幅跳 11615 加藤  雄大 ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 中3 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 800m 11615 周東  佳奈 ｼｭｳﾄｳ ｶﾅ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 1500m 11617 大石満里奈 ｵｵｲｼ ﾏﾘﾅ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
男子 1500m 11618 隈部  芭琉 ｸﾏﾍﾞ ﾊﾙ 中3 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
男子 100m 11619 山口  一公 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｯｺｳ 中3 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
男子 100m 11621 山本陽太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾀﾛｳ 中3 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 1500m 11627 阪野  佑夏 ｻｶﾉ ﾕﾅ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
女子 1500m 11629 土屋  沙瑛 ﾂﾁﾔ ｻｴ 中2 三島北中 ﾐｼﾏｷﾀﾁｭｳ
男子 100m 11632 今川  稜太 ｲﾏｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 中2 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
男子 走幅跳 11632 今川  稜太 ｲﾏｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 中2 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
男子 800m 11633 笹本  明希 ｻｻﾓﾄ ﾊﾙｷ 中3 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
男子 1500m 11633 笹本  明希 ｻｻﾓﾄ ﾊﾙｷ 中3 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
男子 5000m 11633 笹本  明希 ｻｻﾓﾄ ﾊﾙｷ 中3 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
男子 800m 11634 笹本  幸希 ｻｻﾓﾄ ﾕｷ 中2 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
男子 1500m 11634 笹本  幸希 ｻｻﾓﾄ ﾕｷ 中2 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
男子 1500m 11635 寺内    巧 ﾃﾗｳﾁ ﾀｸﾐ 中2 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
男子 100m 11636 三村  龍斗 ﾐﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 中2 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
男子 100m 11637 山内  大和 ﾔﾏｳﾁ ﾔﾏﾄ 中2 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
男子 200m 11637 山内  大和 ﾔﾏｳﾁ ﾔﾏﾄ 中2 錦田中 ﾆｼｷﾀﾞ
女子 100m 11651 安田  彩紗 ﾔｽﾀﾞ ｱﾔｻ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 200m 11651 安田  彩紗 ﾔｽﾀﾞ ｱﾔｻ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 11651 安田  彩紗 ﾔｽﾀﾞ ｱﾔｻ 中3 三島北上中 A ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11652 篠原  柚葉 ｼﾉﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 11652 篠原  柚葉 ｼﾉﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ 中3 三島北上中 A ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11653 今村  好夏 ｲﾏﾑﾗ ｺﾉｶ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 走幅跳 11653 今村  好夏 ｲﾏﾑﾗ ｺﾉｶ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 11653 今村  好夏 ｲﾏﾑﾗ ｺﾉｶ 中3 三島北上中 A ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
男子 100m 11654 髙荷怜央 ﾀｶﾆﾄ ｷﾋｻ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11654 深澤  奈々 ﾌｶｻﾜ ﾅﾅ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 200m 11654 深澤  奈々 ﾌｶｻﾜ ﾅﾅ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 200m 11655 鈴木  愛理 ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 400m 11655 鈴木  愛理 ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11657 横山  和花 ﾖｺﾔ ﾏﾜｶ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 走幅跳 11657 横山  和花 ﾖｺﾔ ﾏﾜｶ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 11657 横山  和花 ﾖｺﾔ ﾏﾜｶ 中3 三島北上中 B ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
男子 100m 11658 太田暁人 ｵｵﾀ ｱｷﾄ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
男子 200m 11661 荻野伊都希 ｵｷﾞﾉ ｲﾂｷ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
男子 800m 11662 山元琉星 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
男子 100m 11663 湯本爽椰 ﾕﾓﾄ ｿｳﾔ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
男子 100m 11666 齋藤頼人 ｻｲﾄｳ ﾗｲﾄ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 400m 11666 野田  真衣 ﾉﾀﾞ ﾏｲ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 800m 11666 野田  真衣 ﾉﾀﾞ ﾏｲ 中3 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 11666 野田  真衣 ﾉﾀﾞ ﾏｲ 中3 三島北上中 B ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11667 松﨑  愛実 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾐ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 11667 松﨑  愛実 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾐ 中2 三島北上中 B ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11668 杉山  果蓮 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾚﾝ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 走幅跳 11668 杉山  果蓮 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾚﾝ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 11668 杉山  果蓮 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾚﾝ 中2 三島北上中 B ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11670 岩館  優和 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾕﾅ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 11670 岩館  優和 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾕﾅ 中2 三島北上中 B ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11671 大西  海蘭 ｵｵﾆｼ ﾐﾗﾝ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11672 渡邊  心結 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 11672 渡邊  心結 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中2 三島北上中 A ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 100m 11673 須山  奏心 ｽﾔﾏ ｶﾅﾐ 中2 三島北上中 ﾐｼﾏｷﾀｳｴ



女子 4×100mR 11673 須山  奏心 ｽﾔﾏ ｶﾅﾐ 中2 三島北上中 A ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
男子 400m 11701 江島  定芳 ｴｼﾞﾏ ｻﾀﾞﾖｼ 中3 三島山田中 ﾐｼﾏﾔﾏﾀﾞ
男子 800m 11701 江島  定芳 ｴｼﾞﾏ ｻﾀﾞﾖｼ 中3 三島山田中 ﾐｼﾏﾔﾏﾀﾞ
男子 1500m 11701 江島  定芳 ｴｼﾞﾏ ｻﾀﾞﾖｼ 中3 三島山田中 ﾐｼﾏﾔﾏﾀﾞ
女子 200m 11701 野田明日香 ﾉﾀﾞ ｱｽｶ 中2 三島山田中 ﾐｼﾏﾔﾏﾀﾞ
男子 100m 11702 上坂    遙 ｳｴｻ ｶﾊﾙｶ 中2 三島山田中 ﾐｼﾏﾔﾏﾀﾞ
男子 400m 11702 上坂    遙 ｳｴｻ ｶﾊﾙｶ 中2 三島山田中 ﾐｼﾏﾔﾏﾀﾞ
女子 100m 11731 三枝  美咲 ｻｴｸﾞｻ ﾐｻｷ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 200m 11731 三枝  美咲 ｻｴｸﾞｻ ﾐｻｷ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 4×100mR 11731 三枝  美咲 ｻｴｸﾞｻ ﾐｻｷ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 100m 11732 髙木  連麻 ﾀｶｷﾞ ﾚﾝﾏ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 200m 11732 髙木  連麻 ﾀｶｷﾞ ﾚﾝﾏ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 4×100mR 11732 髙木  連麻 ﾀｶｷﾞ ﾚﾝﾏ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 100m 11735 ﾑﾝドｸﾞ ﾕｰｷ ﾑﾝドｸﾞ　ﾕｰｷ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 4×100mR 11735 ﾑﾝドｸﾞ ﾕｰｷ ﾑﾝドｸﾞ　ﾕｰｷ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 100m 11739 西島  陽友 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾕｳ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 4×100mR 11739 西島  陽友 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾕｳ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 4×100mR 11739 石田  結子 ｲｼﾀﾞ ﾕｲｺ 中2 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 800m 11750 世古  凪沙 ｾｺ ﾅｷﾞｻ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 1500m 11750 世古  凪沙 ｾｺ ﾅｷﾞｻ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 100m 11751 飯塚  皓己 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｷ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 200m 11751 飯塚  皓己 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｷ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 4×100mR 11751 飯塚  皓己 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｷ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 100m 11751 鈴木  音緒 ｽｽﾞｷ ﾈｵ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 200m 11751 鈴木  音緒 ｽｽﾞｷ ﾈｵ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 4×100mR 11751 鈴木  音緒 ｽｽﾞｷ ﾈｵ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 4×100mR 11753 石田  遙菜 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 100m 11755 吉川  康太 ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 4×100mR 11755 吉川  康太 ﾖｼｶﾜ ｺｳﾀ 中3 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 200m 11811 宮根  健宏 ﾐﾔﾈ ﾀｹﾋﾛ 中3 長泉北中 ﾅｶﾞｲｽﾞﾐｷﾀ
男子 800m 11823 田村  律稀 ﾀﾑﾗ ﾘﾂｷ 中2 長泉北中 ﾅｶﾞｲｽﾞﾐｷﾀ
男子 1500m 11823 田村  律稀 ﾀﾑﾗ ﾘﾂｷ 中2 長泉北中 ﾅｶﾞｲｽﾞﾐｷﾀ
男子 1500m 11865 千葉  仁人 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾄ 中3 小山須走中 ｵﾔﾏｽﾊﾞｼﾘ
女子 800m 11892 長江  羽夏 ﾅｶﾞｴ ﾊﾅ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
女子 1500m 11892 長江  羽夏 ﾅｶﾞｴ ﾊﾅ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
女子 800m 11893 長田  彩沙 ｵｻﾀﾞ ｱﾔｻ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
女子 1500m 11893 長田  彩沙 ｵｻﾀﾞ ｱﾔｻ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
男子 1500m 11897 芹澤昇太朗 ｾﾘｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
男子 200m 11902 植松春翔 ｳｴﾏﾂ ﾊﾙﾄ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
女子 100m 11902 井坂花音 ｲｻｶ ｶﾉﾝ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
女子 走幅跳 11904 芹澤心結 ｾﾘｻﾞﾜ ﾐﾕ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
男子 200m 11905 林泰我 ﾊﾔｼ ﾀｲｶﾞ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
女子 100m 11905 神田碧彩 ｶﾝﾀﾞ ｱｵｲ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
女子 走幅跳 11905 神田碧彩 ｶﾝﾀﾞ ｱｵｲ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
女子 800m 11913 青木  優歩 ｱｵｷ ﾕｳﾎ 中2 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
男子 1500m 11916 栗山  大遥 ｸﾘﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 中3 御殿場中 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾁｭｳ
男子 100m 11925 畝中  勇輔 ｳﾈﾅｶ ﾕｳｽｹ 中2 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 200m 11925 畝中  勇輔 ｳﾈﾅｶ ﾕｳｽｹ 中2 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 4×100mR 11925 畝中  勇輔 ｳﾈﾅｶ ﾕｳｽｹ 中2 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 100m 11925 杉山  瑠唯 ｽｷﾞﾔﾏ ﾙｲ 中2 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 100m 11926 勝又  新那 ｶﾂﾏﾀ ﾆﾅ 中2 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 100m 11927 田代    蓮 ﾀｼﾛ ﾚﾝ 中2 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 100m 11927 杉山  瑞季 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 中2 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 800m 11928 千葉  真佳 ﾁﾊﾞ ﾏﾅｶ 中2 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 100m 11941 杉山    翔 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 100m 11941 大月  花織 ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 走幅跳 11941 大月  花織 ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 800m 11942 須藤  勇太 ｽﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 1500m 11942 須藤  勇太 ｽﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 1500m 11942 柳澤  緋那 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 4×100mR 11943 太田    星 ｵｵﾀ ｼｮｳ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 走幅跳 11943 太田    星 ｵｵﾀ ｼｮｳ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 800m 11943 河野  由芽 ｶﾜﾉ ﾕﾒ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 4×100mR 11944 石井    晴 ｲｼｲ ﾊﾙ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 走幅跳 11944 石井    晴 ｲｼｲ ﾊﾙ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 1500m 11944 保木  はな ﾎｷ ﾊﾅ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 100m 11945 畠山    漣 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾚﾝ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 200m 11945 畠山    漣 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾚﾝ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 4×100mR 11945 畠山    漣 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾚﾝ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 800m 11945 小澤  柚葵 ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ



女子 100m 11946 真嵜  遥香 ﾏｶﾞｻｷ ﾊﾙｶ 中3 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
女子 1500m 11951 井上  希海 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ 中2 原里中 ﾊﾗｻﾄ
男子 100m 11956 原田琥太朗 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 中2 原里中 ﾊﾗｻﾄ
女子 200m 12125 菅沼美乃里 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾉﾘ 中2 沼津第一中 ﾇﾏﾂﾞﾀﾞｲ1
男子 400m 12192 井上  兼続 ｲﾉｳｴ ｶﾈﾂｸﾞ 中3 沼津第五中 ﾇﾏﾂﾞﾀﾞｲ5
男子 800m 12192 井上  兼続 ｲﾉｳｴ ｶﾈﾂｸﾞ 中3 沼津第五中 ﾇﾏﾂﾞﾀﾞｲ5
男子 1500m 12196 川口  耕平 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 中2 沼津第五中 ﾇﾏﾂﾞﾀﾞｲ5
男子 1500m 12197 廣瀬  明玖 ﾋﾛｾ ｱｷﾋｻ 中2 沼津第五中 ﾇﾏﾂﾞﾀﾞｲ5
男子 800m 12198 中田  幌大 ﾅｶﾀﾞ ｺｳﾀ 中2 沼津第五中 ﾇﾏﾂﾞﾀﾞｲ5
女子 走高跳 12211 細川  留希 ﾎｿｶﾜ ﾙｷ 中3 沼津第五中 ﾇﾏﾂﾞﾀﾞｲ5
男子 100m 12241 嶋川  幸希 ｼﾏｶﾜ ｺｳｷ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 800m 12241 大橋わかば ｵｵﾊｼ ﾜｶﾊﾞ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 1500m 12241 大橋わかば ｵｵﾊｼ ﾜｶﾊﾞ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 200m 12242 中    凌真 ﾅｶ ﾘｮｳﾏ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 走幅跳 12242 中    凌真 ﾅｶ ﾘｮｳﾏ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 100m 12242 大芝姫咲羅 ｵｵｼﾊﾞ ｷｻﾗ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 4×100mR 12242 大芝姫咲羅 ｵｵｼﾊﾞ ｷｻﾗ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12242 中    凌真 ﾅｶ ﾘｮｳﾏ 中3 沼津金岡中 A ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 200m 12243 和田  歩記 ﾜﾀﾞ ｱﾕｷ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 200m 12243 甘糟  結菜 ｱﾏｶｽ ﾕｲﾅ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 4×100mR 12243 甘糟  結菜 ｱﾏｶｽ ﾕｲﾅ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12243 和田  歩記 ﾜﾀﾞ ｱﾕｷ 中3 沼津金岡中 A ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 走幅跳 12244 市川  敬祐 ｲﾁｶﾜ ｹｲｽｹ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 走高跳 12244 内村  優花 ｳﾁﾑﾗ ﾕｳｶ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12244 市川  敬祐 ｲﾁｶﾜ ｹｲｽｹ 中3 沼津金岡中 B ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 100m 12245 鈴木  侑馬 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 100m 12245 宮代  真緒 ﾐﾔｼﾛ ﾏｵ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12245 鈴木  侑馬 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 中3 沼津金岡中 B ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 100m 12246 上杉  徹平 ｳｴｽｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 800m 12246 長田    瑞 ｵｻﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12246 上杉  徹平 ｳｴｽｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 中3 沼津金岡中 A ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 200m 12247 野中  優慎 ﾉﾅｶ ﾕｳﾏ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 200m 12247 角田くらら ｶｸﾀﾞ ｸﾗﾗ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 400m 12247 角田くらら ｶｸﾀﾞ ｸﾗﾗ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12247 野中  優慎 ﾉﾅｶ ﾕｳﾏ 中3 沼津金岡中 B ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 1500m 12248 萩原  陸斗 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｸﾄ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 800m 12248 江本    葵 ｴﾓﾄ ｱｵｲ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 1500m 12249 飯田  八雲 ｲｲﾀﾞ ﾔｸﾓ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 100m 12249 大竹愛里加 ｵｵﾀｹ ｴﾘｶ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 100m 12250 三枝  璃津 ｻｴｸﾞｻ ﾘﾂ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 100m 12250 加藤  琉愛 ｶﾄｳ ﾙｱ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12250 三枝  璃津 ｻｴｸﾞｻ ﾘﾂ 中3 沼津金岡中 B ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 100m 12251 深沢  幸希 ﾌｶｻﾜ ｺｳｷ 中3 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 100m 12251 大角  愛香 ｵｵｽﾐ ﾏﾅｶ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 4×100mR 12251 大角  愛香 ｵｵｽﾐ ﾏﾅｶ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 100m 12252 津田  侑磨 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾏ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 4×100mR 12252 齊藤すみれ ｻｲﾄｳ ｽﾐﾚ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 走幅跳 12252 齊藤すみれ ｻｲﾄｳ ｽﾐﾚ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 100m 12253 東  大和翔 ﾋｶﾞｼ ﾔﾏﾄ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 800m 12253 前嶋  奏愛 ﾏｴｼﾞﾏ ｶﾅﾒ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 100m 12254 山本  蒼馬 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12254 山本  蒼馬 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 中2 沼津金岡中 C ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 100m 12255 杉山  陽彩 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｲﾛ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12255 杉山  陽彩 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｲﾛ 中2 沼津金岡中 C ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 1500m 12256 林  寛太郎 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀﾛｳ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12256 林  寛太郎 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀﾛｳ 中2 沼津金岡中 C ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 100m 12258 蕪木  琉偉 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾙｲ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12258 蕪木  琉偉 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾙｲ 中2 沼津金岡中 C ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 100m 12266 畑島優有朋 ﾊﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 中2 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12266 畑島優有朋 ﾊﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 中2 沼津金岡中 A ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 12271 長田  夏輝 ｵｻﾀﾞ ﾅﾂｷ 中2 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×400mR 12272 鈴木泰次郎 ｽｽﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 中2 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 走幅跳 12272 鈴木泰次郎 ｽｽﾞｷ ﾀｲｼﾞﾛｳ 中2 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×100mR 12274 玉木  莉央 ﾀﾏｷ ﾘｵ 中2 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 4×100mR 12274 廣瀬  杏南 ﾋﾛｾ ｱﾝﾅ 中2 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 100m 12275 望月  恒暉 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ 中2 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 200m 12275 望月  恒暉 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ 中2 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×100mR 12275 望月  恒暉 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ 中2 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×400mR 12275 望月  恒暉 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ 中2 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 400m 12285 植田  煌揮 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ



男子 4×100mR 12285 植田  煌揮 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×400mR 12285 植田  煌揮 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 4×100mR 12288 大胡田  渚 ｵｵｺﾞﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 800m 12289 重森  勇輝 ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×100mR 12289 重森  勇輝 ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×400mR 12289 重森  勇輝 ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 200m 12290 城代  天斗 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾀｶﾄ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 400m 12290 城代  天斗 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾀｶﾄ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×100mR 12290 城代  天斗 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾀｶﾄ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×400mR 12290 城代  天斗 ｼﾞｮｳﾀﾞｲ ﾀｶﾄ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×400mR 12291 大野  恒煕 ｵｵﾉ ｺｳｷ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 100m 12293 有本羽花菜 ｱﾘﾓﾄ ﾜｶﾅ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 4×100mR 12293 有本羽花菜 ｱﾘﾓﾄ ﾜｶﾅ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 走幅跳 12293 有本羽花菜 ｱﾘﾓﾄ ﾜｶﾅ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 4×100mR 12296 見上  暖和 ﾐｶﾐ ﾉﾝﾉ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 100m 12299 山部  愛心 ﾔﾏﾍﾞ ｱｺ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 200m 12299 山部  愛心 ﾔﾏﾍﾞ ｱｺ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 4×100mR 12299 山部  愛心 ﾔﾏﾍﾞ ｱｺ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 4×100mR 12300 稲葉  唯奈 ｲﾅﾊﾞ ﾕｲﾅ 中3 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 100m 12472 土屋  太陽 ﾂﾁﾔ ﾀｲﾖｳ 中3 吉原第一中 ﾖｼﾜﾗﾀﾞｲｲﾁ
男子 800m 12758 堀江  陽太 ﾎﾘｴ　ﾊﾙﾀ 中3 富士岩松中 ﾌｼﾞｲﾜﾏﾂ
女子 200m 12779 三井  結愛 ﾐﾂｲﾕｱ 中3 富士岩松中 ｲﾜﾏﾂﾁｭｳ
男子 200m 12889 栗原  光希 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾂｷ 中3 吉原北中 ﾖｼﾜﾗｷﾀ
男子 400m 12889 栗原  光希 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾂｷ 中3 吉原北中 ﾖｼﾜﾗｷﾀ
女子 4×100mR 13031 四條    浬 ｼｼﾞｮｳ ｶｲﾘ 中3 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
女子 4×100mR 13037 赤池  美雨 ｱｶｲｹ ﾐｳ 中2 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
女子 4×100mR 13041 加藤  明莉 ｶﾄｳ ｱｶﾘ 中2 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
女子 4×100mR 13060 橋本  琴美 ﾊｼﾓﾄ ｺﾄﾐ 中3 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
女子 4×100mR 13067 長永  日和 ﾅｶﾞｴ ﾋﾖﾘ 中3 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
女子 4×100mR 13070 鈴木  愛菜 ｽｽﾞｷ ｱｲﾅ 中3 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
女子 4×100mR 13107 藤田みすず ﾌｼﾞﾀ ﾐｽｽﾞ 中2 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
女子 4×100mR 13108 岸本くるみ ｷｼﾓﾄ ｸﾙﾐ 中2 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
女子 4×100mR 13109 関    紗弥 ｾｷ ｻﾔ 中2 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
男子 100m 13141 小林  晃大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 中2 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 走幅跳 13141 小林  晃大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 中2 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
女子 100m 13142 伊山  怜那 ｲﾔﾏ ﾚｲﾅ 中2 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 100m 13143 若林  悠大 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾞｲ 中2 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 100m 13144 渡辺  新大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾗﾀ 中2 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 1500m 13145 坂本  大樹 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 中2 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 100m 13147 佐藤    練 ｻﾄｳ ﾚﾝ 中2 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 200m 13147 佐藤    練 ｻﾄｳ ﾚﾝ 中2 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 1500m 13171 千頭和孝樹 ﾁｽﾞﾜ ｺｳｷ 高1 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 200m 13173 榊原  健太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 高1 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 400m 13173 榊原  健太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 高1 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×100mR 13173 榊原  健太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 高1 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×400mR 13173 榊原  健太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 高1 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 200m 13176 興津  昌幸 ｵｷﾂ ﾏｻﾕｷ 中3 星陵中 ｾｲﾘｮｳﾁｭｳ
男子 400m 13176 興津  昌幸 ｵｷﾂ ﾏｻﾕｷ 中3 星陵中 ｾｲﾘｮｳﾁｭｳ
女子 100m 13202 朝日  七星 ｱｻﾋ ﾅﾅｾ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 100m 13203 伊藤    新 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 走高跳 13205 木内  健生 ｷｳﾁ ﾀｹﾙ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 100m 13207 桑原  琉維 ｸﾜﾊﾗ ﾙｲ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 走高跳 13208 小代田頼人 ｺﾖﾀ ﾗｲﾄ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 100m 13212 清水  飛鳳 ｼﾐｽﾞ ﾋﾎｳ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 走高跳 13214 望月    駿 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭﾝ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
女子 800m 13214 樋口  寧々 ﾋｸﾞﾁ ﾈﾈ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 100m 13215 横峯  綾哉 ﾖｺﾐﾈ ﾘｮｳﾔ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 100m 13216 鎌田  理生 ｶﾏﾀ ﾘｳ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
女子 100m 13216 深澤  瑠那 ﾌｶｻﾜ ﾙﾅ 中3 大富士中 ｵｵﾌｼﾞﾁｭｳ
男子 800m 小林    聖 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲ ＦＦＡＣ FFAC
男子 4×100mR Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 4×100mR Runway ﾗﾝｳｪｲ
男子 4×100mR スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 4×100mR スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 4×100mR スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
女子 4×100mR スポウエルAC ｽﾎﾟｳｴﾙｴｰｼ-
男子 4×100mR 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 4×100mR 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 4×100mR 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ
男子 4×100mR 伊東高 ｲﾄｳｺｳｺｳ



男子 4×100mR 伊東南中 A ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 伊東南中 A ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 伊東南中 A ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 伊東南中 A ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 伊東南中 B ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 伊東南中 B ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 伊東南中 B ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 伊東南中 B ｲﾄｳﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 4×100mR 伊豆総合高 ｲｽﾞｿｳｺﾞｳ
男子 4×100mR 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×100mR 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×400mR 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×400mR 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×100mR 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×100mR 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×400mR 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
女子 4×400mR 伊豆中央高 ｲｽﾞﾁｭｳｵｳ
男子 4×100mR 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×100mR 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×400mR 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×400mR 加藤学園高 ｶﾄｳｶﾞｸｴﾝ
男子 4×100mR 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 4×100mR 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 4×100mR 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 4×100mR 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
女子 4×100mR 吉原工高 ﾖｼﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×100mR 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×100mR 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×400mR 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×400mR 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×100mR 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×100mR 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×100mR 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×400mR 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
女子 4×400mR 吉原高 ﾖｼﾜﾗ
男子 4×100mR 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×100mR 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×400mR 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×400mR 御殿場高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞｺｳ
男子 4×100mR 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×400mR 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×400mR 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 御殿場西高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 4×100mR 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 4×100mR 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
女子 4×100mR 御殿場南高 ｺﾞﾃﾝﾊﾞﾐﾅﾐ
男子 4×100mR 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×100mR 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×400mR 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
男子 4×400mR 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 4×400mR 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 4×400mR 三島北高 ﾐｼﾏｷﾀ
女子 4×100mR 三島北上中 A ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 三島北上中 A ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 三島北上中 A ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 三島北上中 B ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 三島北上中 B ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
女子 4×100mR 三島北上中 B ﾐｼﾏｷﾀｳｴ
男子 4×100mR 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×100mR 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×400mR 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ



男子 4×400mR 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×100mR 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×100mR 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×400mR 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
女子 4×400mR 市立沼津高 ｲﾁﾘﾂﾇﾏﾂﾞ
男子 4×100mR 小山高 ｵﾔﾏ
男子 4×100mR 小山高 ｵﾔﾏ
男子 4×100mR 小山高 ｵﾔﾏ
男子 4×100mR 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×100mR 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×400mR 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
男子 4×400mR 松崎高 ﾏﾂｻﾞｷｺｳｺｳ
女子 4×100mR 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 4×100mR 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 4×100mR 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
女子 4×100mR 沼津金岡中 ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 A ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 A ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 A ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 A ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 B ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 B ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 B ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 B ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 C ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 C ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 C ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津金岡中 C ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ
男子 4×100mR 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×400mR 沼津工業高 ﾇﾏﾂﾞｺｳｷﾞｮｳ
男子 4×100mR 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 4×100mR 沼津城北高 ﾇﾏﾂﾞｼﾞｮｳﾎｸ
男子 4×100mR 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 4×100mR 沼津西高 ﾇﾏﾂﾞﾆｼ
男子 4×100mR 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×100mR 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×400mR 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×400mR 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 4×100mR 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
女子 4×100mR 沼津大岡中 ﾇﾏﾂﾞｵｵｵｶ
男子 4×100mR 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 沼津東高 ﾇﾏﾂﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
女子 4×100mR 沼津陸上 ﾇﾏﾂﾞﾘｸｼﾞｮｳ
男子 4×100mR 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 4×100mR 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 4×100mR 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
女子 4×100mR 裾野高 ｽｿﾉｺｳ
男子 4×100mR 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×100mR 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×100mR 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×400mR 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 4×400mR 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×100mR 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×100mR 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×100mR 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×400mR 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
女子 4×400mR 星陵高 ｾｲﾘｮｳ
男子 砲丸投 鈴木  郷史 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
女子 棒高跳 渡邉ゆりか ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ 静岡陸協 ｼｽﾞｵｶﾘｯｷｮｳ
男子 4×400mR 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×400mR 知徳高 ﾁﾄｸｺｳｺｳ



男子 4×100mR 知徳高　Ａ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 知徳高　Ａ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 知徳高　Ａ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 知徳高　Ａ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 知徳高　Ｂ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 知徳高　Ｂ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 知徳高　Ｂ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 知徳高　Ｂ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 知徳高　Ｃ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 知徳高　Ｃ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 知徳高　Ｃ ﾁﾄｸｺｳｺｳ
男子 4×100mR 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 4×100mR 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 4×100mR 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 4×100mR 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 4×100mR 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 4×100mR 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
女子 4×100mR 町立清水中 ﾁｮｳﾘﾂｼﾐｽﾞ
男子 4×100mR 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 4×100mR 長岡中 ﾅｶﾞｵｶ
男子 1500m 豊吉  雄大 ﾄﾖｼ ﾕｳﾀﾞｲ 大4 日大国際 ﾆﾁﾀﾞｲｺｸｻｲ
男子 5000m 豊吉  雄大 ﾄﾖｼ ﾕｳﾀﾞｲ 大4 日大国際 ﾆﾁﾀﾞｲｺｸｻｲ
男子 4×100mR 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×100mR 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×100mR 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×400mR 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
女子 4×400mR 日大三島高 ﾆﾁﾀﾞｲﾐｼﾏ
男子 4×400mR 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 4×400mR 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
男子 4×400mR 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×100mR 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×100mR 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×100mR 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×100mR 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×400mR 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×400mR 韮山高 ﾆﾗﾔﾏｺｳ
女子 4×100mR 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 函南東中 ｶﾝﾅﾐﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
女子 4×100mR 富岳館高 ﾌｶﾞｸｶﾝ
男子 4×100mR 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
男子 4×100mR 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
男子 4×100mR 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
男子 4×100mR 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
女子 4×100mR 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
女子 4×100mR 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
女子 4×100mR 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
女子 4×100mR 富士JAC A ﾌｼﾞJAC A
男子 4×100mR 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
男子 4×100mR 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
男子 4×100mR 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
男子 4×100mR 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
女子 4×100mR 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
女子 4×100mR 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
女子 4×100mR 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
女子 4×100mR 富士JAC B ﾌｼﾞJAC B
女子 4×100mR 富士JAC C ﾌｼﾞJAC C
女子 4×100mR 富士JAC C ﾌｼﾞJAC C
女子 4×100mR 富士JAC C ﾌｼﾞJAC C
女子 4×100mR 富士JAC C ﾌｼﾞJAC C



男子 4×100mR 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 4×100mR 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 4×100mR 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 4×100mR 富士岡中 ﾌｼﾞｵｶ
男子 4×100mR 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
女子 4×100mR 富士宮西高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔﾆｼｺｳ
男子 4×100mR 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×100mR 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×400mR 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×400mR 富士宮北高 ﾌｼﾞﾉﾐﾔｷﾀ
男子 4×100mR 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 4×100mR 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×100mR 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×100mR 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×400mR 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
女子 4×400mR 富士見高 ﾌｼﾞﾐｺｳ
男子 4×100mR 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×100mR 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×400mR 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×400mR 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×100mR 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×100mR 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×100mR 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×400mR 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
女子 4×400mR 富士高 ﾌｼﾞｺｳ
男子 4×100mR 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
男子 4×100mR 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
男子 4×100mR 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
男子 4×100mR 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
女子 4×100mR 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
女子 4×100mR 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
女子 4×100mR 富士根南中 A ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ A
男子 4×100mR 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
男子 4×100mR 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
女子 4×100mR 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
女子 4×100mR 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
女子 4×100mR 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
女子 4×100mR 富士根南中 B ﾌｼﾞﾈﾐﾅﾐ B
男子 4×100mR 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×100mR 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×400mR 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×400mR 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×100mR 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×100mR 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×400mR 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
女子 4×400mR 富士市立高 ﾌｼﾞｼﾘﾂｺｳ
男子 4×100mR 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×100mR 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 4×400mR 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×100mR 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
女子 4×400mR 富士東高 ﾌｼﾞﾋｶﾞｼ
男子 100m
男子 100m
男子 200m
男子 200m
男子 200m
男子 200m
男子 200m
男子 400m
男子 400m
男子 400m
男子 400m
男子 400m
男子 800m
男子 800m



男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 800m
男子 1500m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH
男子 110mH
男子 110mH
男子 110mH
男子 110mH
男子 110mH
男子 400mH
男子 400mH
男子 400mH
男子 400mH
男子 400mH
男子 400mH
男子 400mH
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR



男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
男子 4×400mR
女子 100m
女子 200m
女子 200m
女子 200m
女子 200m
女子 200m
女子 200m
女子 200m
女子 200m
女子 200m
女子 400m
女子 400m
女子 400m
女子 400m
女子 400m
女子 400m
女子 800m
女子 800m
女子 800m
女子 800m
女子 800m
女子 800m
女子 800m
女子 800m
女子 800m
女子 800m
女子 1500m
女子 100mH
女子 100mH
女子 400mH
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR



女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR
女子 4×400mR


