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月 日 時 分 天候 気温℃ 湿度％ 風向
風速
m/sec

3 21 9 30 雨 7.6 72 南東 0.3
3 21 10 0 雨 7.1 73 北北西 0.1
3 21 11 0 雨 7.7 79 南東 0.4

グラウンドコンディション記録表

競技会の名称 2021森山スプリングウオーク大会

主催者 岩手陸上競技協会・金ケ崎町生涯スポーツ事業団

競技場 森山総合公園陸上競技場

開催日 2021年3月21日(日)

気象条件

備考



月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録

なし

2021森山スプリングウォーク大会

大会新記録



2021森山スプリングウォーク大会　従来の大会記録
 
男子
種別 種目 記録 氏名 所属 期日
一般 5000mW 21:08.69 寺田拓斗 岩手大学 2017/03/19
一般 10000mW 39:49.83 高橋英輝 岩手大学 2014/03/23
高校 5000mW 21:23.47 高橋和生 花巻北高校 2014/03/23
高校 10000mW 45:48.53 安田崇希 柴田高校 2012/03/25
 
女子
種別 種目 記録 氏名 所属 期日
一般 5000mW 25.09.48 大村百莉香 岩手大学 2018/03/25
一般 10000mW 49:12.27 大久保玲美 岩手大学 2014/03/23
高校 5000mW 23:50.86 熊谷菜美 盛岡第一高校 2014/03/23
高校 10000mW 54:51.45 掃部春菜 西和賀高校 2019/03/24



日付 種目

柴田　剛  39:46.12

北上マスターズ・岩手

梶　光太朗  50:19.28

岩手大学・岩手

和泉　陽大  25:16.52 伊藤　亘平  26:36.41 前山　海音  28:21.07 佐々木　友也  35:27.62

盛岡第四高・岩手 黒沢尻北高・岩手 岩手高・岩手 黒沢尻工業高・岩手

佐藤　元  50:39.96

花巻北高・岩手

掃部　春菜  1:00:07.03

岩手大学・岩手

鈴木　麻央  31:57.98 吉田　寿莉  35:21.80

花巻北高・岩手 花巻北高・岩手

一般女子 3月21日 10000mW

高校女子 3月21日 5000mW

高校男子 3月21日 5000mW

3月21日 10000mW

一般男子 3月21日 5000mW

3月21日 10000mW

主催団体名 （一財）岩手陸上競技協会・（一財）金ケ崎町生涯スポーツ事業団 陸協名 金ケ崎町陸上競技協会

7位 8位1位 2位

競技場名 森山総合公園陸上競技場(033170)

3位 4位 5位 6位

審 判 長 八重樫　輝　男

記録主任 小　原　正　見

競技会名 2021森山スプリングウオーク大会(21030013)

期日・時刻 2021/3/21 総　　務 千　葉　正　男



順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 備考
イズミ　ハルト モリオカダイシコウ

1  3 和泉　陽大 盛岡第四高・岩手 3  25:16.52
イトウ　コウヘイ クロサワジリキタコウ

2  1 伊藤　亘平 黒沢尻北高・岩手 1  26:36.41
マエヤマ　カイト イワテコウ

3  2 前山　海音 岩手高・岩手 2  28:21.07
ササキ　トモヤ クロサワジリコウギョウ

4  4 佐々木　友也 黒沢尻工業高・岩手 4  35:27.62

順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 備考
スズキ　マオ ハナマキキタコウ

1  5 鈴木　麻央 花巻北高・岩手 5  31:57.98
ヨシダ　ジュリ ハナマキキタコウ

2  6 吉田　寿莉 花巻北高・岩手 6  35:21.80

順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 備考
シバタ　ゴウ キタカミマスターズ

1 柴田　剛 北上マスターズ・岩手 7  39:46.12

大会記録   21:08.69 寺田拓斗 岩手大学 2017

《 決勝 》

《 決勝 》

一般 男子 5000mW 21/3/21 09:45  

高校 女子 5000mW 21/3/21 09:45  
大会記録   23:50.86 熊谷菜美 盛岡第一高校 2014

大会記録   21:23.47 高橋和生 花巻北高校 2014

《 決勝 》

リザルトリスト

2021森山スプリングウオーク大会 [21030013]

森山総合公園陸上競技場 [033170]

高校 男子 5000mW 21/3/21 09:45  



順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 備考
サトウ　ゲン ハナマキキタコウ

1  41 佐藤　元 花巻北高・岩手 41  50:39.96

順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 備考
カジ　コウタロウ イワテダイガク

1  42 梶　光太朗 岩手大学・岩手 42  50:19.28

順位 No. 競技者名 所属 Ord. 記録 備考
カモン　ハルナ イワテダイガク

1  43 掃部　春菜 岩手大学・岩手 43  1:00:07.03

大会記録   49:12.27 大久保玲美 岩手大学 2014

《 決勝 》

Powered by AthleteRanking.com

大会記録   39:49.83 高橋英輝 岩手大学 2014

《 決勝 》

一般 女子 10000mW 21/3/21 10:30  

大会記録   45:48.53 安田崇希 柴田高校 2012

《 決勝 》

一般 男子 10000mW 21/3/21 10:30  

リザルトリスト

2021森山スプリングウオーク大会 [21030013]

森山総合公園陸上競技場 [033170]

高校 男子 10000mW 21/3/21 10:30  


