2021年4月度試合結果
横浜市記録会 2021.4.3(土)4.4(日) 三ツ沢
清水 光聖2) 11"03(+2.2)
井上 理仁3) 11"07(+3.1)
石渡 和大3) 11"47(+1.5)
阿久津 翔3) 11"69(+1.1)
青木 聖弥3) 11"93(±0.0)
小島 昇陽2) 12"19(+1.3)
100m(3)
佐藤 篤哉2) 12"99(+0.2)
保坂 崚雅2) 13"73(+1.0)
瀧村 凌3) DNS
石垣幸之助2) DNS
山岡 航汰2) DNS
高橋 慧伍3) 23"49(-1.7)
深野 大地2) 23"68(-1.0)
清水 光聖2) 23"84(-2.9)
阿久津 翔3) 24"39(-2.9)
松本 倖宜2) 24"70(-2.1)
中村 陸人2) 24"85(-3.0)
200m(4)
出原 綜真2) 25"45(-1.0)
保坂 崚雅3) 27"75(-0.6)
瀧村 凌3) DNS
堀池 一颯3) DNS
服部 智也2) DNS
山岡 航汰2) DNS
山田倖之介3) 50"88
深野 大地2) 50"95
400m(3)
松本 倖宜2) 54"05
中村 陸人2) 55"05
堀池 一颯3) DNS
斉藤 綺希3) 4'10"28
加藤 愛翔3) 4'12"05
松田 龍弥3) 4'20"73
加賀妻 彬3) 4'24"34
1500m(3)
平田 勇也2) 4'27"84
菊水 秀仁2) 4'29"37
池永 匠真2) 4'33"93
布施 輝多2) 4'37"75
山本 隆弘3) DNS
冨田 颯斗2) DNS
斉藤 綺希2) 15'44"85
加藤 愛翔3) 16'01"45
斎藤 大樹2) 16'32"44
平田 勇也2) 16'43"40
5000m(4)
多和 秀星2) 17'03"84
松田 龍弥3) 17'04"85
池永 匠真2) 17'48"60
向井 陸真2) 19'22"17
山本 隆弘3) DNS
冨田 颯斗2) DNS
110ｍH(3)
小島 昇陽2) 17"04(+1.7)
400mH(4)
井上 理仁3) 55"31
青木 聖弥3) 60"14
清水光聖2)・石渡和大3)・中村陸人2)・深野大地2) 3'29"96
出原綜真2)・井上理仁3)・山田倖之介3)・青木聖弥3) 3'30"73
1600mR(4)
阿久津翔3)・秋田谷藍3)・小島昇陽2)・佐藤篤哉2) 3'41"02
保坂崚雅2)・佐々木雄也2)・中返稜輔3)・高橋慧伍3) 3'42"97
荏田高B DNS
走高跳(3)
高橋 慧伍3) 1m96
佐藤 篤哉2) 1m65
走幅跳(3)
小池真ノ介2) 6m04(-0.9)
石渡 和大3) 5m70(-0.9)
三段跳(4)
佐々木琢磨2) 12m88(+0.3)
小池真ノ介2) 12m05(+0.8)

100m(3)

200m(4)
400m(3)
800m(4)
1500m(3)
3000m(4)
100ｍH（3）
走高跳(4)
走幅跳(3)
1600mR(4)

荒井 麻那3) 13"05(+1.7)
三木 朱璃3) 13"08(+2.3)
高柳百合花3) 13"23(+1.7)
柴? 小春2) 13"63(+1.8)
浅見 和香3) 14"22(+0.1)
大湊 唯3) DNS
福島 由季3) 27"25(+0.3)
荒井 麻耶3) 28"00(+0.3)
浅見 和香3) 29"82(-0.9)
奥野 日和3) DNS
柴? 小春2) DNS
鳴海 星愛2) DNS
福島 由季3) 64"01
奥野 日和3) DNS
元木DNS
服部DNS
信櫻 翠2) 4'58"38
松永 鮎実2) 5'17"14
元木 DNS
浦山陽奈子2) DNS
信櫻 翠2) 10'46"07
野口 菜月3) 11'06"35
浦山陽奈子2) DNS
橋詰 奏美3) 16"63(+1.8)
眞貝 梨子2) DNS
緑川いづみ2) 1m50
大湊 唯3) 1m40
加藤 藍羅3) 4m86(+0.4)
三木 朱璃3) 4m49(+1.2)
緑川いづみ2)・荒井麻耶3)・橋詰奏美3)・加藤藍羅3) 4'33"79
荏田高A DNS
荏田高C DNS

佐々木雄也2) 11"12(-0.4)
秋田谷 藍3) 11"85(+1.5)
出原 綜真2) 12"48(-0.6)
高口 慶音3) DNS
服部智也2) DNS
山田倖之介3) 23"74(-0.6)
中返 稜輔3) 24"54(-1.7)
秋田谷 藍3) 24"98(-0.4)
高口 慶音3) DNS
佐々木雄也2) DNS
佐々木琢磨3) 51"18
中返 稜輔3) 55"51
古林
斎藤
多和
向井

優翔2)
大樹2)
秀星2)
陸真2)

古林 優翔2)
加賀妻 彬3)
菊水 秀仁2)
布施 輝多2)

4'16"18
4'25"41
4'31"06
4'51"06
16'04"91
16'53"17
17'29"14
19'49"79

石垣幸之助2) DNS

緑川いづみ2) 13"15(-0.4)
橋詰 奏美3) 13"85(+1.8)
高柳百合花3) 28"67(+0.2)
木原 夢芽3) DNS
服部 秋2) DNS
野口 菜月3) DNS
松永 鮎実2) 11'42"99

戸川綺良々2) DNS

横浜市民大会 2021.4.10(土)17(土)18(日) 三ツ沢
山岡 航汰2) 予11"07(±0.0)
佐々木雄也2) 予11"18(+0.1)
高校100ｍ(17)
準11"27(-2.9)
準11"21(-0.7)
決11"06(-1.3) 第3位
決11"33(-1.3) 第7位
瀧村 凌3) 予11"49(-0.3)
服部 智也2) 予11"65(+0.1)
準11"55(-1.2)
準11"71(-0.7)
一般100m(17)
秋田谷 藍3) 予12"06(-0.3)
堀池一颯3) 予12"41(±0.0)
保坂 崚雅2) 予13"54(-1.4)
佐々木雄也2) 予22"31(+1.1)
深野 大地2) 予23"11(+1.0)
200ｍ(10)
決22"29(±0.0) 第3位
清水 光聖2) 予DNS
山岡 航汰2) 予DNS
佐々木琢磨2) 予50"84
山田倖之介3) 予51"12
高校400m(18)
決50"99 第5位
決51"41 第7位
一般400m(18)
中村 陸人2) 予55"42
深野 大地2) 予DNS
小島 昇陽2) 予16"90(-1.1)
110mH(18)
決17"27(-4.6) 第7位
井上 理仁3) 予54"63
青木 聖弥3) 予57"72
400mH(17)
決55"09 第1位
決56"88 第2位
予 阿久津 翔3)・山岡 航汰2)・佐々木雄也2)・清水 光聖2) 43"63
400mR(10)
決 井上 理仁3)・山岡 航汰2)・佐々木雄也2)・清水 光聖2) 42"60 第2位
予 清水光聖2)・深野 大地2)・佐々木琢磨2)・山田倖之介3) 3'27"33
1600mR(17)
(18)
決 佐々木雄也2)・井上理仁3)・山田幸之介3)・清水光聖2) 3'19"80 第1位
走高跳(17)
高橋 慧伍3) 決1m90 第1位
佐藤 篤哉 決1m65
走幅跳(10)
小池真ノ介2) 決6m15(+1.7) 第5位
石渡 和大3) 決5m96(+0.5)
高柳百合花3) 予13"32(+0.6)
荒井 麻耶3) 予13"22(-0.5)
高校100m(17)
準13"44(-0.2)
準13"45(-1.9)
緑川いづみ2) 予13"35(+0.6)
柴崎 小春2)予13"81(+0.9)
一般100m(17)
準13"50(+0.7)
準14"02(-0.5)
木原 夢芽3) 予27"29(-0.9)
荒井 麻耶3) 予27"51(-0.9)
200m(10)
決26"99(+0.8) 第4位
奥野 日和3) 予63"89
福島 由季3) 予65"18
400m(18)
決DNS
800m(17)
服部 秋2) DNS
橋詰 奏美3) 予17"45(-1.8)
眞貝 梨子2) 予DNS
100mH(18)
決17"21(-0.7) 第7位
400mR(10)
予 三木 朱璃3)・荒井 麻耶3)・福島 由季3) ・高柳百合花3) 56"96
予 三木 朱璃3)・福島 由季3)・木原 夢芽3)・奥野 日和3) 4'12"25
1600mR(17)
(18)
決 三木 朱璃3)・荒井麻耶3)・緑川いづみ2)・福島由季3) 4'12"14 第4位
走高跳(18)
緑川いづみ2) 決1m51 第2位
大湊 唯3) 決1m40
走幅跳(10)
加藤 藍羅3) 決4m91(+1.4) 第4位
三木 朱璃3) 決4m52(+0.6)

阿久津 翔3) DNS

高橋 慧伍3) 予11"72(-0.3)
出原 綜真2) 予12"52(+0.5)
佐々木琢磨2) 予23"30(+1.7)

堀池 一颯爽3) DNS
松本 倖宜2) 予DNS

石垣 幸之助2) 決5m03(-0.3)
浅見 和香3) 予14"49(+0.2)

鳴海 星愛2) DNS
服部 秋2) 予DNS

戸川綺良々2) DNS

