
No 日時 会場 ﾏｯﾁｲﾝｽﾍﾟｸﾀ 主審 副審１ 副審２ 第４審判 運営責任者 記録担当 天候 気温 湿度 WBGT 風 観客数 ピッチ(芝) ピッチ(表面) 前半 後半 試合所要時間 前半CB 前半飲水 後半CB 後半飲水

男子 1 2022年07月24日 09:15 ヨコタ上桜スポーツグラウンド(吉野川市多目的グラウンド) 大分鶴崎 帝京 小川 伸太郎 大久保 秀斗 岡田 司 小林 清訓 大嶽 亮 宮成 敬司 宮根 元気 晴 30.2 38% 30.2 微風 250 人工芝 乾燥 0:40:24 0:41:11 1:36:24 ○ ○ ○
男子 2 2022年07月24日 09:16 鳴門・大塚スポ ツパ ク球技場 市立船橋 草津東 立石 誠 河野 航大 伊勢 裕介 植田 隆浩 小川 哲史 竹岡 宏起 新居 翔馬 晴 32.0 56% 28.4 微風 500 全面良芝 水含み 0:41:00 0:43:00 1:34:00 ○ ○
男子 3 2022年07月24日 09:15 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 日大藤沢 丸岡 酒井 務 深谷 聡一 北沢 倫章 山口 亮太 津崎 浩平 吉成 浩司 安原 将人 晴 31.9 51% 28.0 微風 305 全面良芝 乾燥 0:39:09 0:40:14 1:33:42 ○ ○
男子 4 2022年07月24日 09:15 徳島市球技場第２競技場 高松商業 那覇西 富永 賢 高永 至 山崎 智貴 野村 尚太郎 青井 康祐 久次米 尚和 大西 利治 晴 30.8 60% 27.0 微風 300 全面良芝 乾燥 0:47:10 0:41:15 1:43:20 ○ ○
男子 5 2022年07月24日 09:15 ＪＡアグリあなん運動公園陸上競技場 花巻東 和歌山北 川西 哲也 宮城 竜人 大塚 一輝 秦泉寺 力 宮崎 扇空 戸川 祐樹 竹内 茂道 晴 33.4 49% 29.6 微風 200 全面良芝 乾燥 0:36:50 0:39:01 1:39:36 ○ ○
男子 6 2022年07月24日 09:15 徳島市球技場第１競技場 今治東 瀬戸内 木川田 博信 蜂谷 冬陽 田中 将人 林 航太朗 川西 諒 西 教夫 春木 慎吾 晴 30.6 58% 26.7 無 270 良芝 水含み 0:39:35 0:40:15 1:34:32 ○ ○
男子 7 2022年07月24日 09:15 ワークスタッフ陸上競技場(徳島市陸上競技場) 関大北陽 山形中央 三井 耕 田口 平蔵 木戸 洋平 近藤 志之 近藤 恭子 鈴木哲也 阿部徹 晴 31.1 54% 27.5 弱 500 全面良芝 乾燥 0:39:24 0:41:33 1:35:37 ○ ○
男子 8 2022年07月24日 09:20 鳴門・大塚スポーツパーク第二陸上競技場 鹿島学園 日章学園 田内 成人 樋口 晃生 堀拓人 佐々木 宏晃 岩本明 大久保邦博 吉本豊 晴 34.1 45% 27.7 微風 100 良芝 乾燥 0:40:06 0:44:59 1:25:05 ○ ○
男子 9 2022年07月24日 09:15 徳島スポーツビレッジピッチＣ 帝京大可児 旭川実業 村岡 英治 松本 大地 金子 彰 石川 恭一郎 廣永 侑土 秋月 優希 青木 武士 晴 33.2 49% 27.5 微風 100 全面良芝 乾燥 0:39:05 0:41:12 1:37:05 ○ ○
男子 10 2022年07月24日 09:15 徳島スポーツビレッジピッチＢ 昌平 生駒 宮坂 拓弥 仙波 諒平 江﨑 俊平 望月 純樹 岡田 利弘 家城 宜希 西 隆宏 晴 31.5 54% 27.4 微風 200 全面良芝 乾燥 0:39:10 0:40:08 1:34:52 ○ ○
男子 11 2022年07月24日 11:30 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 前橋育英 長崎総大附 酒井 務 村田 裕紀 本郷 真康 丸山 航希 讃山 春陽 吉成 浩司 安原 将人 晴 33.7 44% 28.3 微風 460 全面良芝 乾燥 0:40:01 0:41:46 1:36:25 ○ ○
男子 12 2022年07月24日 11:30 鳴門・大塚スポーツパーク球技場 聖和学園 立正大淞南 立石 誠 中村 翔太 齋藤 真 竹田 敬幸 小川 哲史 竹岡 宏起 新居 翔馬 晴 32.9 51% 28.8 微風 500 全面良芝 乾燥 0:42:00 0:44:00 1:50:00 ○ ○
男子 13 2022年07月24日 11:45 徳島市球技場第２競技場 富山第一 札幌光星 富永 賢 佐々木 慎哉 小林 勇輝 中川 琢士 青井 康祐 久次米 尚和 大西 利治 晴 32.2 57% 28.2 微風 100 全面良芝 乾燥 0:39:03 0:40:28 1:34:30 ○ ○
男子 14 2022年07月24日 11:30 ヨコタ上桜スポーツグラウンド(吉野川市多目的グラウンド) 三田学園 矢板中央 小川 伸太郎 宮城 修人 籾山 智哉 網矢 守 大嶽 亮 宮成 敬司 茨木 優 晴 38.3 39% 30.3 微風 350 人工芝 乾燥 0:40:40 0:41:18 1:37:51 ○ ○ ○ ○
男子 15 2022年07月24日 11:45 ＪＡアグリあなん運動公園陸 競技場 帝京長岡 佐賀東 川西 哲也 犬飼 朝久 矢島 光 筒井 勇気 植木 雄仁 戸川 祐樹 香西 貴典 晴 34.9 45% 29.2 微風 330 全面良芝 乾燥 0:36:07 0:41:39 1:33:44 ○ ○
男子 16 2022年07月24日 11:50 鳴門・大塚スポーツパーク第二陸上競技場 履正社 明桜 田内 成人 本多 文哉 白石 隆晃 小滝 良平 小嶋 竜矢 大久保邦博 吉本 豊 晴 32.4 53% 28.1 弱 200 良芝 乾燥 0:40:00 0:42:20 1:22:20 ○ ○
男子 17 2022年07月24日 11:30 徳島スポーツビレッジピッチＢ 関東第一 九国大付 宮坂 拓弥 榎波 亮介 池田 元 平島 一起 岡田 利弘 家城 宜希 西 隆宏 晴 32.2 53% 27.3 微風 200 全面良芝 乾燥 0:39:35 0:42:35 1:36:28 ○ ○
男子 18 2022年07月24日 11:30 ワークスタッフ陸上競技場(徳島市陸上競技場) 東海大諏訪 四日市中央工 嶋野 雅春 嶋野 雅春 高田 直人 大槻 隼人 近藤 恭子 鈴木哲也 近藤亮 晴 32.3 54% 27.1 中 250 全面良芝 乾燥 0:39:40 0:40:35 1:48:35 ○ ○
男子 19 2022年07月24日 11:31 徳島市球技場第１競技場 尚志 山梨学院 木川田 博信 野澤 陽介 原田 明宏 森 広導 川西 諒 西 教夫 春木 慎吾 晴 30.5 61% 27.6 微風 280 良芝 乾燥 0:38:58 0:43:27 1:50:13 ○ ○
男子 20 2022年07月24日 11:32 徳島スポーツビレッジピッチＣ 高知 高川学園 矢間 雅司 吉田 純平 杉浦 一輝 津崎 泰生 武内 優歩 秋月 優希 西村 恭史 晴 37.2 40% 30.2 微風 100 全面良芝 乾燥 0:39:20 0:41:21 1:34:05 ○ ○
男子 21 2022年07月25日 09:15 徳島市球技場第１競技場 青森山田 帝京 川西 哲也 北沢 倫章 中川 琢士 小滝 良平 村田 裕紀 西 教夫 春木 慎吾 晴 35.1 53% 26.5 微風 850 良芝 水含み 0:40:07 0:42:12 1:38:02 ○ ○
男子 22 2022年07月25日 09:15 徳島スポーツビレッジピッチＣ 市立船橋 丸岡 木川田 博信 松本 大地 杉浦 一輝 白石 隆晃 佐々木 慎哉 秋月 優希 青木 武士 晴 33.2 55% 29.4 微風 100 人工芝 乾燥 0:39:45 0:41:00 1:35:50 ○ ○
男子 23 2022年07月25日 09:15 ヨコタ上桜スポ ツグラウンド(吉野川市多目的グラウンド) 京大中京 高松商業 立石 誠 増田 裕之 木戸 洋平 大槻 隼人 網矢 守 宮成 敬司 宮根 元気 晴 38.8 40% 31.9 微風 250 人工芝 乾燥 0:39:49 0:43:11 1:38:12 ○ ○ ○
男子 24 2022年07月25日 09:15 ＪＡアグリあなん運動公園陸上競技場 和歌山北 岡山学芸館 石川 勝利 大塚 一輝 宮城 竜人 筒井 勇気 平島 一起 戸川 祐樹 竹内 茂道 晴 35.1 51% 29.5 微風 360 全面良芝 乾燥 0:39:30 0:40:23 1:35:56 ○ ○
男子 25 2022年07月25日 09:15 徳島市球技場第２競技場 大津 瀬戸内 酒井 務 山崎 智貴 齋藤 真 石川 恭 郎 樋下 隆 久次米 尚和 下 啓司 晴 35.5 50% 31.1 微風 300 全面良芝 乾燥 0:40:14 0:42:20 1:37:11 ○ ○
男子 26 2022年07月25日 09:15 鳴門・大塚スポーツパーク第二陸上競技場 関大北陽 徳島科技 宮坂 拓弥 池田 元 河野 航大 小林 清訓 仙波 諒平 大久保 邦博 安原 将人 晴 32.4 64% 29.1 微風 180 全面良芝 乾燥 0:41:35 0:42:11 1:37:41 ○ ○ ○
男子 27 2022年07月25日 09:15 徳島スポ ツビレッジピッチＢ 日章学園 旭川実業 村岡 英治 榎波 亮介 原田 明宏 丸山 航希 尾留川 琢也 家城 宜希 西 隆宏 晴 時々 曇 32.3 61% 29.2 微風 100 全面良芝 乾燥 0:39:49 0:44:47 1:40:32 ○ ○
男子 28 2022年07月25日 09:15 鳴門・大塚スポーツパーク球技場 昌平 星稜 嶋野 雅春 野澤 陽介 籾山 智哉 本郷 真康 水谷 健太郎 竹岡 宏起 新居 翔馬 晴 31.8 67% 29.1 微風 200 全面良芝 乾燥 0:39:04 0:42:19 1:35:00 ○ ○ ○
男子 30 2022年07月25日 11:45 徳島スポ ツビレッジピッチＣ 聖和学園 札幌光星 木川田 博信 宮城 修人 高田 直人 津崎 泰生 近藤 志之 秋月 優希 青木 武士 晴 36.5 47% 31.4 微風 150 人工芝 乾燥 0:40:05 0:42:40 1:37:11 ○ ○ ○ ○
男子 31 2022年07月25日 11:30 徳島市球技場第１競技場 徳島市立 矢板中央 川西 哲也 伊勢 裕介 田中 将人 堀 拓人 木村 俊陽 西 教夫 春木 慎吾 晴 35.6 43% 27.6 微風 350 良芝 乾燥 0:41:24 0:42:22 1:40:04 ○ ○
男子 32 2022年07月25日 11:31 ＪＡアグリあなん運動公園陸上競技場 帝京長岡 東山 石川 勝利 矢島 光 犬飼 朝久 秦泉寺 力 宮崎 扇空 戸川 祐樹 竹内 茂道 曇 33.8 56% 28.8 微風 370 全面良芝 乾燥 0:39:11 0:46:33 1:40:45 ○ ○
男子 33 2022年07月25日 11:40 徳島市球技場第２競技場 神村学園 履正社 酒井 務 樋口 晃生 金子 彰 小林 勇輝 中村 翔太 久次米 尚和 山下 啓司 晴 32.3 62% 30.2 微風 856 全面良芝 乾燥 0:38:28 0:42:16 1:35:43 ○ ○
男子 34 2022年07月25日 11:45 鳴門・大塚スポーツパーク第二陸上競技場 九国大付 湘南工大附 宮坂 拓弥 大久保 秀斗 田口 平蔵 林 航太朗 野村 尚太郎 大久保 邦博 安原 将人 晴 33.8 59% 30.0 弱 130 全面良芝 乾燥 0:41:10 0:43:09 1:40:11 ○ ○ ○ ○
男子 35 2022年07月25日 11:30 ヨコタ上桜スポーツグラウンド(吉野川市多目的グラウンド) 四日市中央 山梨学院 立石 誠 吉田 純平 江﨑 俊平 高永 至 岡田 司 宮成 敬司 宮根 元気 晴 38.6 43% 31.6 微風 110 人工芝 乾燥 0:40:08 0:43:09 1:38:04 ○ ○ ○ ○
男子 36 2022年07月25日 11:30 徳島スポーツビレッジピッチＢ 高知 米子北 村岡 英治 蜂谷 冬陽 本多 文哉 深谷 聡 望月 純樹 家城 宜希 西 隆宏 晴 32.4 58% 27.9 微風 170 全面良芝 乾燥 0:41:02 0:41:33 1:37:49 ○ ○ ○
男子 37 2022年07月26日 09:15 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 帝京 丸岡 三井 耕 大塚 一輝 宮城 修人 野澤 陽介 山口 亮太 吉成 浩司 安原 将人 晴 34.0 59% 29.0 微風 380 全面良芝 乾燥 0:40:37 0:45:00 1:41:06 ○ ○ ○ ○
男子 38 2022年07月26日 09:15 徳島スポーツビレッジピッチＢ 中京大中京 岡山学芸館 嶋野 雅春 北沢 倫章 蜂谷 冬陽 樋口 晃生 伊勢 裕介 家城 宜希 西 隆宏 晴 34.6 59% 30.4 弱 150 全面良芝 乾燥 0:40:10 0:41:02 1:36:27 ○ ○ ○ ○
男子 39 2022年07月26日 09:15 徳島スポーツビレッジピッチＣ 大津 関大北陽 宮坂 拓弥 本多 文哉 増田 裕之 大久保 秀斗 森 広導 秋月 優希 青木 武士 晴 34.0 55% 30.7 微風 150 人工芝 乾燥 0:40:12 0:43:15 1:38:15 ○ ○ ○ ○
男子 40 2022年07月26日 09:15 鳴門・大塚スポーツパーク球技場 日章学園 昌平 小川 伸太郎 犬飼 朝久 佐々木 慎哉 高永 至 矢島 光 竹岡 宏起 新居 翔馬 晴 34.0 59% 30.7 微風 200 全面良芝 水含み 0:41:20 0:43:24 1:39:17 ○ ○ ○ ○
男子 41 2022年07月26日 11:30 徳島スポーツビレッジピッチＢ 前橋育英 聖和学園 嶋野 雅春 山崎 智貴 松本 大地 深谷 聡一 池田 元 家城 宜希 西 隆宏 晴 33.2 60% 28.8 微風 100 全面良芝 乾燥 0:41:27 0:42:19 1:37:25 ○ ○ ○ ○
男子 42 2022年07月26日 11:30 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 矢板中央 東山 三井 耕 宮城 竜人 榎波 亮介 吉田 純平 望月 純樹 吉成 浩司 安原 将人 晴 33.7 55% 29.6 微風 350 全面良芝 乾燥 0:40:04 0:42:19 1:52:10 ○ ○ ○ ○
男子 43 2022年07月26日 11:35 徳島スポーツビレッジピッチＣ 履正社 湘南工大附 木川田 博信 河野 航大 村田 裕紀 仙波 諒平 近藤 志之 秋月 優希 青木 武士 晴 34.6 57% 31.2 微風 150 人工芝 乾燥 0:41:04 0:41:25 1:50:32 ○ ○ ○ ○
男子 44 2022年07月26日 11:30 鳴門・大塚スポーツパーク球技場 四日市中央工 米子北 石川 勝利 中村 翔太 田口 平蔵 宮崎 扇空 樋下 隆 竹岡 宏起 新居 翔馬 晴 35.2 54% 31.5 微風 200 全面良芝 乾燥 0:40:20 0:42:05 1:36:41 ○ ○ ○ ○
男子 45 2022年07月28日 09:15 鳴門・大塚スポーツパーク球技場 帝京 岡山学芸館 三井 耕 池田 元 網矢 守 水谷 健太郎 宮崎 扇空 竹岡 宏起 伊原 直宏 晴 37.8 53% 32.2 微風 600 全面良芝 乾燥 0:44:05 0:42:31 1:41:27 ○ ○ ○ ○
男子 46 2022年07月28日 09:15 ＪＡアグリあなん運動公園陸上競技場 大津 昌平 嶋野 雅春 村田 裕紀 森 広導 尾留川 琢也 平島 一起 戸川 祐樹 竹内 茂道 晴 35.1 59% 31.5 微風 160 全面良芝 水含み 0:41:32 0:42:08 1:38:12 ○ ○ ○ ○
男子 47 2022年07月28日 11:35 鳴門・大塚スポ ツパ ク球技場 前橋育英 矢板 央 石川 勝利 佐々木 慎哉 樋下 隆 岡﨑 光樹 山口 亮太 竹岡 宏起 伊原 直宏 晴 35.4 59% 31.6 弱 400 全面良芝 乾燥 0:40:25 0:42:04 1:37:11 ○ ○ ○ ○
男子 48 2022年07月28日 11:35 ＪＡアグリあなん運動公園陸上競技場 湘南工大附 米子北 木川田 博信 伊勢 裕介 望月 純樹 植木 雄仁 秦泉寺 力 戸川 祐樹 竹内 茂道 晴 35.3 56% 30.9 微風 160 全面良芝 水含み 0:41:09 0:41:34 1:36:58 ○ ○ ○ ○
男子 49 2022年07月29日 11:30 鳴門・大塚スポ ツパ クポカリスエットスタジアム 帝京 昌平 三井 耕 伊勢 裕介 秦泉寺 力 山口 亮太 池田 元 吉成 浩司 斎藤 稔真 晴 36.4 49% 30.8 微風 426 全面良芝 乾燥 0:41:30 0:43:45 1:39:39 ○ ○ ○ ○
男子 50 2022年07月29日 11:30 徳島市球技場第１競技場 前橋育英 米子北 木川田 博信 村田 裕紀 平島 一起 宮崎 扇空 佐々木 慎哉 西 教夫 伊原 直宏 晴 33.1 57% 30.2 微風 150 良芝 乾燥 0:40:02 0:42:25 1:47:30 ○ ○ ○ ○
男子 51 2022年07月30日 11:30 鳴門・大塚スポ ツパ クポカリスエットスタジアム 帝京 前橋育英 三井 耕 佐々木 慎哉 池田 元 伊勢 裕介 村田 裕紀 吉成 浩司 斎藤 稔真 晴 時々 雨 31.2 69% 29.3 中 2,137 全面良芝 水含み 0:41:20 0:42:17 1:39:01 ○ ○ ○ ○
女子 1 2022年07月26日 09:15 徳島市球技場第２競技場 神村学園 鹿島学園 床爪 克至 杉本 美里 小林 勇輝 弓立 萌子 秦泉寺 力 久次米 尚和 野本 侑希 晴 39.1 44% 33.4 微風 100 全面良芝 乾燥 0:44:10 0:42:50 1:43:15 ○ ○ ○ ○
女子 3 2022年07月26日 09:15 鳴門・大塚スポ ツパ ク第二陸上競技場 徳島商業 十文字 石崎 樹 赤木 陽美 齋藤 真 石本 信親 讃 春陽 大久保 邦博 真田 右京 晴 36.5 49% 30.1 微風 70 全面良芝 乾燥 0:42:13 0:42:52 1:41:12 ○ ○ ○ ○
女子 4 2022年07月26日 09:15 ＪＡアグリあなん運動公園陸上競技場 東海大福岡 福井工大福井 梅原 聖和 近藤 恭子 網矢 守 水谷 健太郎 平島 一起 戸川 祐樹 竹内 茂道 晴 36.7 51% 31.5 微風 100 全面良芝 乾燥 0:43:24 0:44:26 1:43:14 ○ ○ ○ ○
女子 5 2022年07月26日 11:40 鳴門・大塚スポーツパーク第二陸上競技場 AICJ 道文教大附属 石崎 樹 濱崎 覚美 筒井 勇気 多田 美早希 増田 隆 大久保 邦博 真田 右京 晴 37.2 45% 31.4 微風 85 全面良芝 乾燥 0:42:05 0:45:13 1:42:26 ○ ○ ○ ○
女子 6 2022年07月26日 11:40 ＪＡアグリあなん運動公園陸上競技場 大商学園 尚志 梅原 聖和 國師 えりな 尾留川 琢也 木村 俊陽 柿本 麻希 戸川 祐樹 竹内 茂道 晴 35.5 51% 29.9 微風 70 全面良芝 乾燥 0:40:16 0:43:33 1:37:51 ○ ○ ○ ○
女子 7 2022年07月26日 11:30 ヨコタ上桜スポーツグラウンド(吉野川市多目的グラウンド) 聖カピタニオ 日ノ本学園 松木 俊博 吉澤 久恵 藤田 美智子 公文 愛海 岡﨑 光樹 宮成 敬司 吉本 豊 晴 時々 曇 41.1 39% 33.9 微風 150 人工芝 乾燥 0:40:05 0:41:49 1:21:54 ○ ○ ○ ○
女子 8 2022年07月26日 11:45 徳島市球技場第２競技場 鳴門渦潮 藤枝順心 床爪 克至 安浪 陽子 高田 直人 小滝 良平 山内 和江 久次米 尚和 野本 侑希 晴 33.5 59% 29.7 微風 100 全面良芝 乾燥 0:40:21 0:41:13 1:48:49 ○ ○ ○ ○
女子 9 2022年07月27日 09:15 徳島市球技場第１競技場 鹿島学園 日本航空 床爪 克至 國師 えりな 吉澤 久恵 宮崎 扇空 岡﨑 光樹 西 教夫 真田 右京 晴 32.6 60% 29.1 微風 210 良芝 乾燥 0:39:10 0:41:10 1:35:11 ○ ○
女子 10 2022年07月27日 09:15 ヨコタ上桜スポーツグラウンド(吉野川市多目的グラウンド) 十文字 東海大福岡 梅原 聖和 濱崎 覚美 杉本 美里 弓立 萌子 秦泉寺 力 宮成 敬司 森 駿太 曇 36.6 53% 31.7 微風 130 人工芝 乾燥 0:42:35 0:41:10 1:38:23 ○ ○
女子 11 2022年07月27日 11:30 ヨコタ上桜スポーツグラウンド(吉野川市多目的グラウンド) AICJ 大商学園 梅原 聖和 藤田 美智子 近藤 恭子 水谷 健太郎 樋下 隆 宮成 敬司 森 駿太 晴 38.8 41% 32.6 微風 130 人工芝 乾燥 0:40:40 0:43:34 1:39:09 ○ ○ ○ ○
女子 12 2022年07月27日 11:30 徳島市球技場第１競技場 日ノ本学園 鳴門渦潮 床爪 克至 赤木 陽美 安浪 陽子 多田 美早希 尾留川 琢也 西 教夫 真田 右京 晴 34.8 52% 30.8 微風 160 良芝 乾燥 0:40:09 0:42:30 1:47:05 ○ ○ ○
女子 13 2022年07月29日 10:00 鳴門・大塚スポーツパーク球技場 日本航空 十文字 坂田 洋介 藤田 美智子 吉澤 久恵 多田 美早希 網矢 守 竹岡 宏起 野本 侑希 晴 33.1 61% 30.2 弱 260 全面良芝 乾燥 0:41:19 0:43:28 1:40:24 ○ ○ ○ ○
女子 14 2022年07月29日 10:00 ＪＡアグリあなん運動公園陸上競技場 大商学園 日ノ本学園 梅原 聖和 杉本 美里 近藤 恭子 樋下 隆 森 広導 戸川 祐樹 竹内 茂道 曇 33.9 57% 29.4 弱 90 全面良芝 乾燥 0:40:32 0:42:31 1:37:36 ○ ○ ○ ○
女子 15 2022年07月30日 10:00 徳島市球技場第１競技場 十文字 大商学園 梅原 聖和 近藤 恭子 藤田 美智子 弓立 萌子 多田 美早希 西 教夫 伊原 直宏 雨 29.7 74% 27.2 微風 328 良芝 水含み 0:39:20 0:40:39 2:05:04 ○ ○

平均 34.2 53% 29.7 276 0:40:28 0:42:18 1:39:04
最大 41.1 74% 33.9 2137 0:47:10 0:46:33 2:05:04
最小 29.7 38% 26.5 70 0:36:07 0:39:01 1:21:54
男子平均 33.8 54% 29.3 314 0:40:17 0:42:12 1:38:22
男子最大 38.8 69% 32.2 2137 0:47:10 0:46:33 1:52:10
男子最小 30.2 38% 26.5 100 0:36:07 0:39:01 1:22:20


