三大戦
4/15(土)
金岡公園陸上競技場
男子 100m ポイント
嶋田 祥久(M2) 11"04 (+0.4)☆第 4 位☆
黒田 丈一郎⑷ 11"24(+0.4)☆第 5 位☆ ☆PB☆
男子 100m OP
木矢 裕貴⑶ 11″50(-0.9)
永野間 陸⑵ 11″63(-1.2)
前原 脩人⑷ 12″10(-1.2)
川原 知己⑶ DNS
千種 成尚⑶ 11″84(-1.8)
岡本 真(OB) DNS
倉本 惇嗣(M2) DNS
宮崎 喬平⑶ 11"54(+0.5)
男子 110mH オープン
前原 脩人⑷ DNS
永野間 陸⑵ 15"60(+1.0)
男子 200m オープン
嶋田 祥久(M2) 23"03(+2.2)
黒田 丈一郎⑷ 23"28(+0.0)
宮崎 喬平⑶ 23"37(+0.6)
川原 知己⑶ DNS
男子 400m 対校
千種 成尚⑶ 52"23☆第 6 位☆
松田 恒輝⑵ 50"72☆第 4 位☆
男子 800m オープン
駒井 智己⑷ 1'56"52
村上 将悟(OB) DNS

男子 1500m 対校
岡野 圭一郎⑶ 4'39"15 ☆第 6 位☆
小澤 一郎⑵ 4'08"97☆第 4 位☆
男子 5000m 対校
久冨 優太⑶ 16'05"39 ☆第 4 位☆
中嶋 利騎⑵ 16'22"43 ☆第 5 位☆
男子 5000m オープン
村上 将悟(OB)16'19"17
勝見 涼一(M2)17'50"45
三上 賢吾(M1)17'18"08
木下 健次(OB)18'15"53
男子 4✕200mR 対校
嶋田 祥久(M2)
-松田 恒輝⑵
-駒井 智己⑷
-黒田 丈一郎⑷ DQ
男子 4✕200mR オープン
勝見 涼一(M2)
-三上 賢吾(M1)
-村上 将悟(OB)
-山口 雄也(市 OB) 1'49"17
男子 走高跳 対校
中田 剣⑷ 1m55☆第 5 位☆
前原 脩人⑷ 1m80☆第 3 位☆
男子 走幅跳 対校
松浦 尚平⑶ 5m88(+0.5)☆第 6 位☆
宮崎 颯人⑵ 6m46(+1.2)☆第 4 位☆
男子 走幅跳 オープン

松田 恒輝⑵ 5m66(+1.1)
小寺 知輝⑷ 5m88(+0.5)
男子 三段跳 対校
木矢 裕貴⑶ 14m06(+0.3)☆第 3 位☆
小寺 知輝⑷ NM
男子 砲丸投 対校
前原 脩人⑷ 8m97☆第 4 位☆
中田 剣⑷ 8m36☆第 5 位☆
男子 円盤投 対校
前原 脩人⑷ 26m84 ☆第 4 位☆
中田 剣⑷

25m95 ☆第 5 位☆

男子 やり投 ポイント
前原 脩人⑷ 44m04☆第 4 位☆
中田 剣⑷ 46m88☆第 2 位☆
女子 100m 対校
藤沢 由香⑵ 13″31(+0.3)☆第 4 位☆
池田 美悠⑷ 13″60(+0.3)☆第 6 位☆
女子 200m オープン
藤沢 由香⑵ 26″96(-0.9) ☆PB☆
女子 800m 対校
中島 咲歩⑶ 2′24″30 ☆第 1 位☆
長野 夏子⑵ 2′24″77 ☆第 2 位☆
女子 3000m 対校
中島 咲歩⑶ 10′25″34 ☆第 1 位☆
長野 夏子⑵ 10′36″41 ☆第 3 位☆
女子 4✕200mR 対校
池田⑷-藤沢⑵-中島⑶-長野⑵

1'51"40
女子 走幅跳 対校
藤沢 由香⑵ 4m19(-1.4) ☆第 5 位☆
森口 咲紀⑶ DNS
女子 やり投 オープン
星合 里香⑹

32m17

女子 砲丸投

対校

長野 夏子⑵ 6m18 ☆第 4 位☆
森口 咲紀⑶ DNS

