
ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 8月6日 12:40

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -1.6

 1 土屋　建太(3) 新潟     10.97  1 竹谷　翔平(2) 青森     11.75 
ﾂﾁﾔ ｹﾝﾀ 福島大 ﾀｹﾔ ｼｮｳﾍｲ 福島大

 2 菅　　秀輝(3) 秋田     11.15  2 霜触　智紀(1) 群馬     12.04 
ｶﾝ ﾋﾃﾞｷ 仙台大 ｼﾓﾌﾚ ﾄﾓﾉﾘ 福島大

 3 野地　貴仁(2) 福島     11.39  3 長澤　涼人(1) 福島     12.13 
ﾉﾁ ﾀｶﾋﾄ 福島大 ﾅｶﾞｻﾜ ｽｽﾞﾄ 福島西高

 4 三谷　　望(1) 福島     11.42  4 佐藤　友哉(2) 福島     12.36 
ﾐﾀﾆ ﾉｿﾞﾑ 福島成蹊高 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 福島西高

 5 治部　忠彦(2) 山形     11.58 安藤　隼人(2) 福島
ｼﾞﾌﾞ ﾀﾀﾞﾋｺ 福島大 ｱﾝﾄﾞｳ  ﾊﾔﾄ 郡山商業高

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 -0.9

 1 佐山　健太(1) 福島     12.34  1 遠藤　靖空(1) 福島     12.67 
ｻﾔﾏ ｹﾝﾀ 福島西高 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾀｶ 郡山商業高

 2 今野　翔太(2) 福島     12.36  2 菅野　友透(2) 福島     12.78 
ｺﾝﾉ ｼｮｳﾀ 福島西高 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾕｷ 福島西高

 3 井戸坂興一(1) 北海道     12.36  3 井上　智晴(1) 福島     12.83 
ｲﾄﾞｻｶ ｺｳｲﾁ 福島大 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾊﾙ 福島西高

 4 高橋　祐介(2) 福島     12.47  4 酒井　大輔(1) 福島     12.96 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 郡山商業高 ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 郡山商業高

 5 遠藤　尚樹(1) 福島     12.77  5 佐々木　亮(1) 福島     13.29 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 福島西高 ｻｻｷ ﾘｮｳ 信陵中

   1 土屋　建太(3) 新潟 福島大     10.97 (-0.7)   1   1
   2 菅　　秀輝(3) 秋田 仙台大     11.15 (-0.7)   1   2
   3 野地　貴仁(2) 福島 福島大     11.39 (-0.7)   1   3
   4 三谷　　望(1) 福島 福島成蹊高     11.42 (-0.7)   1   4
   5 治部　忠彦(2) 山形 福島大     11.58 (-0.7)   1   5
   6 竹谷　翔平(2) 青森 福島大     11.75 (-1.6)   2   1
   7 霜触　智紀(1) 群馬 福島大     12.04 (-1.6)   2   2
   8 長澤　涼人(1) 福島 福島西高     12.13 (-1.6)   2   3
   9 佐山　健太(1) 福島 福島西高     12.34 (-1.0)   3   1
  10 今野　翔太(2) 福島 福島西高     12.36 (-1.0)   3   2
  10 井戸坂興一(1) 北海道 福島大     12.36 (-1.0)   3   3
  10 佐藤　友哉(2) 福島 福島西高     12.36 (-1.6)   2   4
  13 高橋　祐介(2) 福島 郡山商業高     12.47 (-1.0)   3   4
  14 遠藤　靖空(1) 福島 郡山商業高     12.67 (-0.9)   4   1
  15 遠藤　尚樹(1) 福島 福島西高     12.77 (-1.0)   3   5
  16 菅野　友透(2) 福島 福島西高     12.78 (-0.9)   4   2
  17 井上　智晴(1) 福島 福島西高     12.83 (-0.9)   4   3
  18 酒井　大輔(1) 福島 郡山商業高     12.96 (-0.9)   4   4
  19 佐々木　亮(1) 福島 信陵中     13.29 (-0.9)   4   5
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[ 1組] [ 2組]

 1 戸崎　孝則(3) 秋田     50.10  1 庄司　朋晃(1) 宮城     50.64 
ﾄｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 福島大 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｱｷ 仙台大

 2 福山　平也(3) 秋田     51.35  2 橋本　真弥(2) 福島     51.88 
ﾌｸﾔﾏ ﾍｲﾔ 仙台大 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾔ 仙台大

 3 川田　泰紀(1) 山形     52.04  3 大瀬　貴仁(1) 青森     52.11 
ｶﾜﾀ ﾀｲｷ 仙台大 ｵｵｾ ﾀｶﾋﾄ 福島大

 4 藤原　孝行(3) 秋田     52.83  4 結城　健太(3) 山形     53.27 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ 仙台大 ﾕｳｷ ｹﾝﾀ 仙台大

 5 和田　考平(1) 島根     52.99  5 金子　祥大(1) 福島     54.33 
ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 福島大 ｶﾈｺ ﾖｼﾋﾛ 福島大

[ 3組] [ 4組]

 1 吉田　　元(3) 福島     53.91  1 佐藤　友哉(2) 福島     54.80 
ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝ 尚志高 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 福島西高

 2 霜触　智紀(1) 群馬     53.93  2 齋藤　拓哉(2) 福島     55.95 
ｼﾓﾌﾚ ﾄﾓﾉﾘ 福島大 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 福島成蹊高

 3 福士　聖義(1) 青森     54.16  3 高橋　祐介(2) 福島     56.21 
ﾌｸｼ ｾｲｷﾞ 仙台大 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 郡山商業高

 4 和田　寛史(2) 福島     54.39  4 遠藤　靖空(1) 福島     56.51 
ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 湯本高 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾀｶ 郡山商業高

 5 安藤　隼人(2) 福島     55.94  5 菅野　友透(2) 福島     57.03 
ｱﾝﾄﾞｳ  ﾊﾔﾄ 郡山商業高 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾕｷ 福島西高

   1 戸崎　孝則(3) 秋田 福島大       50.10   1   1
   2 庄司　朋晃(1) 宮城 仙台大       50.64   2   1
   3 福山　平也(3) 秋田 仙台大       51.35   1   2
   4 橋本　真弥(2) 福島 仙台大       51.88   2   2
   5 川田　泰紀(1) 山形 仙台大       52.04   1   3
   6 大瀬　貴仁(1) 青森 福島大       52.11   2   3
   7 藤原　孝行(3) 秋田 仙台大       52.83   1   4
   8 和田　考平(1) 島根 福島大       52.99   1   5
   9 結城　健太(3) 山形 仙台大       53.27   2   4
  10 吉田　　元(3) 福島 尚志高       53.91   3   1
  11 霜触　智紀(1) 群馬 福島大       53.93   3   2
  12 福士　聖義(1) 青森 仙台大       54.16   3   3
  13 金子　祥大(1) 福島 福島大       54.33   2   5
  14 和田　寛史(2) 福島 湯本高       54.39   3   4
  15 佐藤　友哉(2) 福島 福島西高       54.80   4   1
  16 安藤　隼人(2) 福島 郡山商業高       55.94   3   5
  17 齋藤　拓哉(2) 福島 福島成蹊高       55.95   4   2
  18 高橋　祐介(2) 福島 郡山商業高       56.21   4   3
  19 遠藤　靖空(1) 福島 郡山商業高       56.51   4   4
  20 菅野　友透(2) 福島 福島西高       57.03   4   5

決勝 8月6日 12:20

 1 金森　威明(4) 青森   1,55.72 
ｶﾈﾓﾘ ﾀｹｱｷ 福島大

 2 鈴木　智仁(1) 宮城   2,02.64 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ 福島大

 3 伊藤亮太郎(2) 福島   2,18.51 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 郡山商業高

 4 石井　孝広(1) 福島   2,21.93 
ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 郡山商業高

 5 鈴木　紀之(1) 福島   2,24.30 
ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 郡山商業高
西ノ明達仁(2) 福島
ﾆｼﾉﾐｮｳ ﾀﾂﾋﾄ 福島大 棄権
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 1 五十嵐　興(2) 秋田   4,06.74 
ｲｶﾞﾗｼ ｺｳ 福島大

 2 吉田　義宏(4) 福島   4,07.66 
ﾖｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 福島大

 3 手嶋　真紀(3) 宮城   4,12.29 
ﾃｼﾏ ﾏｻｷ 福島大

 4 金成　千洋(2) 福島   4,28.83 
ｶﾅﾘ ﾁﾋﾛ 湯本高

 5 佐藤　駿伍(2) 福島   4,29.49 
ｻﾄｳ ｼｭﾝｺﾞ 湯本高

 6 志賀　勇斗(2) 福島   4,33.93 
ｼｶﾞ ﾁｶﾗ 湯本高

 7 幡谷　原太(1) 福島   4,39.15 
ﾊﾀﾔ ｹﾞﾝﾀ 福島大

 8 矢走　拓斗(1) 福島   4,41.98 
ﾔﾊｼﾘ ﾀｸﾄ 湯本高

 9 吉田　大将(1) 福島   4,46.73 
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 湯本高
鈴木　紀之(1) 福島
ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 郡山商業高
伊藤亮太郎(2) 福島
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 郡山商業高
石井　孝広(1) 福島
ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 郡山商業高

第1ﾚｰｽ 8月6日 10:25
第2ﾚｰｽ 8月6日 12:30
第3ﾚｰｽ 8月6日 16:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 福島大    40 野地　貴仁(2)     44.74 

ﾌｸｼﾏﾀﾞｲ ﾉﾁ ﾀｶﾋﾄ
   15 中村　優平(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾍｲ
  287 齋藤　　啓(1)

ｻｲﾄｳ ｹｲ
  310 土屋　建太(3)

ﾂﾁﾔ ｹﾝﾀ

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 福島大

ﾌｸｼﾏﾀﾞｲ

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 福島大

ﾌｸｼﾏﾀﾞｲ

決勝 8月6日 14:20

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 福島大    26 戸崎　孝則(3)   3,24.74

ﾌｸｼﾏﾀﾞｲ ﾄｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ
  314 大瀬　貴仁(1)

ｵｵｾ ﾀｶﾋﾄ
   13 金森　威明(4)

ｶﾈﾓﾘ ﾀｹｱｷ
  291 和田　考平(1)

ﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ
 2   4 仙台大   432 庄司　朋晃(1)   3,39.93

ｾﾝﾀﾞｲﾀﾞｲ ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓｱｷ
  425 藤原　孝行(3)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ
  424 結城　健太(3)

ﾕｳｷ ｹﾝﾀ
  427 福士　聖義(1)

ﾌｸｼ ｾｲｷﾞ
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1m92
遠藤　尚樹(1) 福島 - - - - - O O O O XO
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 福島西高 XXX
後藤　拓哉(2) 福島 - - XO XXO XXX
ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ 湯本高
佐山　健太(1) 福島 XO XXO O XXO XXX
ｻﾔﾏ ｹﾝﾀ 福島西高
井上　智晴(1) 福島 O O O XXX
ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾊﾙ 福島西高
今野　翔太(2) 福島 O XXX
ｺﾝﾉ ｼｮｳﾀ 福島西高
酒井　大輔(1) 福島 XXX
ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 郡山商業高

決勝 8月6日 11:30

岡村　健太(3) 福島   7.00    X   6.72   6.68   7.06    X    7.06 
ｵｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 日本体育大    0.0    0.0   +1.0   +0.5    +0.5
鎌田　悠暉(3) 福島    X    X   6.53    X   6.70    X    6.70 
ｶﾏﾀ ﾕｳｷ 郡山萌世高    0.0    0.0     0.0
久慈　諒介(2) 岩手    X   5.84   6.32   6.30   6.42   6.61    6.61 
ｸｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 福島大   -1.0   -0.2    0.0    0.0   +0.8    +0.8
竹谷　翔平(2) 青森    X   6.29    X   6.28    -    -    6.29 
ﾀｹﾔ ｼｮｳﾍｲ 福島大    0.0    0.0     0.0
井戸坂興一(1) 北海道   5.39   5.39    -    -    -    -    5.39 
ｲﾄﾞｻｶ ｺｳｲﾁ 福島大    0.0    0.0     0.0
酒井　舜太(2) 福島
ｻｶｲ ｼｭﾝﾀ 湯本高

決勝 8月6日 10:45

飯塚　悠祐(3) 埼玉    X  13.56    X    X  13.25  13.43   13.56 
ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 日本体育大    0.0   -0.5   -0.8     0.0
酒井　舜太(2) 福島  11.22  11.08    X    X  10.18  10.56   11.22 
ｻｶｲ ｼｭﾝﾀ 湯本高   +0.3   +0.7   -1.6   -0.2    +0.3
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3

  119

5 2   286

2 4   377

   365

記録-2- -3- -4-

氏  名
1m65 1m75 1m78 1m85 1m90

備考-5-
  491

男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 6

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2   490

2 1   480

-2-



決勝 8月6日 12:30

菅野　俊孝(1) 福島
ｶﾝﾉ ﾄｼﾀｶ 福島西高

決勝 8月6日 11:00

佐藤　涼太(1) 山形
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 福島大
吉田　尊仁 福島
ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ おのばＡＣ

決勝 8月6日 11:00

菅野　俊孝(1) 福島
ｶﾝﾉ ﾄｼﾀｶ 福島西高
佐藤　　稜(1) 福島
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 福島成蹊高

決勝 8月6日 14:30

小林　利匡(4) 秋田
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ 福島大

決勝 8月6日 14:30

一條　　司(2) 福島
ｲﾁｼﾞｮｳ ﾂｶｻ 福島成蹊高
佐藤　　稜(1) 福島
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 福島成蹊高

  X  21.64 

40.62  41.73 

2 1   415
18.99 18.64

記録 備考

  X 39.32

-4- -5- -6-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

21.64   X 18.41

-2- -3-
1 2   414

  X 41.73   X

 51.22 

男子

ジュニアハンマー投 (6.000kg) 

1 1    14
  X   X

-3- -4- -5- -6-

47.61   X   X

記録 備考

男子

ハンマー投 (7.260kg)    

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -2-

51.22

決勝

順位 試技 -1-

 25.94 

-1-

 25.98 

2 2   415
24.77 25.86 25.66 25.94 25.13 24.69

備考
1 1   360

  X 23.60   X 25.28   X 25.98

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

 27.48 

男子

ジュニア円盤投(1.750kg)      

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 35.64 

2 1   301
26.96 24.84 24.85 27.48 26.03 25.24

備考
1 2   288

35.64   X   X 33.08   X   X

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 8.72  7.82   X   8.72 
1   360

  X

記録 備考

男子

ジュニア砲丸投 (6.000kg)  

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1

氏  名 所属名 -3- -4--1- -2- -5- -6-

  X  8.26

-1-

男子

円盤投 (2.000kg)             
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�� �µ��] �T ��������	� �� wn����
� R_ �����
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ăèíõą�÷ýø q¹Á¬ Üñûì�Ùåąã (;F

�	 rn,"I �T �����	���� �	 Ã²VY¸�	� �T �����
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àĀûì�Þþâ q¹Á¬ òæÞąă�ýßí �T¯Í

�
 nZ�J��	� �T �����
��
� �
 Àm�b¡�	� �T �����
����
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�� �L�¡/�	� �T �����
��
� �� $-��y��� �T �����
����

Þèþæ�øýÛ �nÍ àöąè�ãß ºRAvÍ

�� :½�`3��� �T �����
�	� �� K!��J�	� �T ����������

ôāãì�ÙüÞ �TF øüäè�÷ø ºRAvÍ

&5UÐG��� �T

ÚÞąÿä�÷Ý �TF

��
�� Ê¶����� ����� Ê¶�����

�� �P�kX��� �T �����
��� �� ¿0��£��� KD �����
��

õąîü�ýÛß �Tc´Í Þðøê�óëąÞ (;F
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����

ü÷ß�ÜĀ �T¯Í æß�íêø �Tc´Í

�
 +«�i¡ �T �������	�� �
 T³�o7�	� �T �����
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ãìÛ�ìûø �TFÖÕ ä÷ïß�ÙĄí �T¯Í

�� Nz�?,�	� KD �������	�� �� Å»�l¡�	� �T �������
��

âòąä�ăÞ (;F Ùõą�ñçąø SÆ#

�� �#�¦G�	� �T ���������� �� } ��¡��� �T �������
��

èíÞ�íÝ ºRAvÍ ÚáÞąø�āø �nÍ

� ª�¦�¡�	� �T �������
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ÞąûÛ�ííø ºRAvÍ öĄèą�ãüÞ ºRAvÍ

����� Ê¶�����

�� Ñ«�'��� �T �����
��
�

ãÚìÛ�ÙÚ �T¯Í

�	 �¨��,��� �T �������	��

üòßą�öñÞ �nÍ

�
 sn�a£��� �T ����������

ðûì�ýÛÞ �nÍ

�� RV������ �T �������
�

ü÷Þă�÷ý ºRAvÍ

�� h��� ��� �T ���������

öä�ãÝĀ �T¯Í

���� �µ��] �T q¹Á¬ ��������	 ������ ��� ���

���	 rn,"I �T q¹Á¬ �����	��� ������ ��� ��	

���
 nZ�J��	� �T �# �����
��
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� R_ (;F �����
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���� Ã²VY¸�	� �T �T¯Í �����
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���� �P�kX��� �T �Tc´Í �����
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� É*
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�<

É* ��� |��> ¼·[� dQ> ±ÂÒÊÓ .¢

� �����

	 ��
��


 �����

� ��
��

 �����

É ĂØĄ ��� |��> dQ> ±ÂÔ.¢

� �����  ����	

	 ����� 
 ����



 ���
 � �����

� ����� � ��
�	

� ��
�� 	 �����

dQ> ±ÂÔ.¢

 ����� � ���
�

É ĂØĄ ��� |��>

ux

É ĂØĄ ��� |��> dQ> ±ÂÔ.¢

� ��	�	

� ��	�� � �����

	 ����� 
 ����


 �����  �����

	 ��
��

±ÂÔ.¢ É ĂØĄ ±ÂÔ.¢


 ����� � ���



dQ>
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É ĂØĄ ��� |��> dQ>
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�
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�
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Úìòÿ�Ùü �TF ÚìÛ�øåąß ºRAvÍ
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�	 ª�¦�¡�	� �T ����������

ÞąûÛ�ííø ºRAvÍ

�
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ôāÞă�ĀÝ ºRAvÍ
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�� $-��y��� �T ���������

àöąè�ãß ºRAvÍ
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èáÚä�âñø �TF
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�

ãÚìÛ�ÜĀÞ �TF
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 ��� ��	
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 {���J�	� �T �TF ���������	
 ��� ��
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���� E�9§¡��� ¤D �TF ����������
 ��	 ���

��� �8������ �T �TF ����������
 ��� ���

���� +�m¡���� �� (;F ���������
� ��	 ��	

���� N¾M¡½�	� KD �TF ����������� ��	 ��
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� �T �TFÖÕ �������
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 ���
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 ��� ��

���� K!��J�	� �T ºRAvÍ ����������
 ��	 ���
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 ��	
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���� :V�Ït��� �T ºRAvÍ ����������� ��
 ��
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É ĂØĄ ��� |��> dQ> ±ÂÔ.¢

� ���	� � �����

 ��	�� � �����

� ��	� 	 �����

	 �����  ���	�

� ����	 � ���
�


 ���� 
 ��	��

��� |��> dQ> ±ÂÔ.¢dQ> ±ÂÔ.¢ É ĂØĄÉ ĂØĄ ��� |��>


�
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 �����

±ÂÔ.¢ĂØĄ ���
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�
 Àm��Ì�	� �T ��	�������

ååąß�ýÞ �TF

�� )«�¡j��� �T ��	�
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ÚìÛ�øåąß ºRAvÍ

�� B²/Ì½��� �T ��	�
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� :V�Ït��� �T ��	��
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ôāÞă�ĀÝ ºRAvÍ
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dQ> ±ÂÔ.¢

� ��	��

É ĂØĄ ��� |��>
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èùÿ�ÙåÞ �TF
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�� )«��`��� �T �������		� �� 1W����	� �T ����������

ÚìÛ�Ùü �TF ü÷ß�ÜĀ �T¯Í

�	 Àm�b¡�	� �T �������
� �	 n���`��� �T ����������

ååąß�ÙÚø �nÍ öĄèą�ãüÞ ºRAvÍ
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Ùõą�øÚ ºRAvÍ
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100mH 8月6日 10:10
走高跳 8月6日 12:30
砲丸投 8月6日 13:45
200m 8月6日 15:40
走幅跳 8月7日 10:00
やり投 8月7日 12:00
800m 8月7日 14:45

100mH 走高跳 砲丸投 200m 走幅跳 やり投 800m
岡部ｿﾌｨ満有子(2) 山形  15.64

ｵｶﾍﾞｿﾌｨﾏﾕｺ 福島大

決勝 8月6日 10:10

風速  +0.2

 1 岡部ｿﾌｨ満有子(2) 山形
ｵｶﾍﾞｿﾌｨﾏﾕｺ 福島大

決勝 8月6日 12:30

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名  記録
岡部ｿﾌｨ満有子(2) 山形
ｵｶﾍﾞｿﾌｨﾏﾕｺ 福島大

決勝 8月6日 13:45

岡部ｿﾌｨ満有子(2) 山形
ｵｶﾍﾞｿﾌｨﾏﾕｺ 福島大

決勝 8月6日 15:40

風速  0.0

 1 岡部ｿﾌｨ満有子(2) 山形
ｵｶﾍﾞｿﾌｨﾏﾕｺ 福島大

決勝 8月7日 10:00

岡部ｿﾌｨ満有子(2) 山形   4.51
ｵｶﾍﾞｿﾌｨﾏﾕｺ 福島大     +1.0

決勝 8月7日 12:00

岡部ｿﾌｨ満有子(2) 山形
ｵｶﾍﾞｿﾌｨﾏﾕｺ 福島大

決勝 8月7日 14:45

岡部ｿﾌｨ満有子(2) 山形
ｵｶﾍﾞｿﾌｨﾏﾕｺ 福島大

27.82

37.62

記録 得点

37.62 622

記録-3-

-2-

X X

431

七種100mH               

女子

七種走高跳              

O

1m56

女子

15.64

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

   75
622

七種競技

O

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子

七種走幅跳              
-1- -2-

1    75
4.51

女子

七種やり投              
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -3-

所属名 記録

1    75

女子

七種800m                

33.13 36.10

ﾅﾝﾊﾞｰ

1m53

-2-
1 1    75

X

七種砲丸投              
順位 -3- 記録試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

XXX

所属名氏  名

1    75
2,27.28

順位 氏  名

順位得点所属名氏  名

3 75

1m59 10m34 2,27.28

727

1

ﾅﾝﾊﾞｰ
 27.82
645

4m51 37m62

1m59 1m62
1    75

759 724 552
4460

所属名 記録／備考 得点

1

女子

759

得点

724

得点

七種200m                

 1.59XO

女子

-1-

得点

645
4 75

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

727
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得点

431

得点

X  10.3410.34

女子
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