
普及記録会大会結果 H15.5.3 （櫛形陸上競技場）

男子 風 名前 学校 記録 名前 学校 記録 名前 学校 記録 名前 学校 記録 名前 学校 記録 名前 学校 記録

１００ｍ （－４．１） 堀内　貫平 都留二１ １２”５１ 内田　賢樹 櫛形１ １４”１２ 斉藤　秀 白根巨摩１１４”１４ 浮田　洵弥 八田１ １４”４７ 市川　泰樹 増穂１ １４”５６ 山口　翔 八田１ １４”５８

１５００ｍ ＊ 前田　真志 韮崎西１ ４’５７”６３ 若月　翼 上条１ ５’０３”９９ 河口　佳亮 櫛形１ ５’１５”０５ 神山　祥 甲西１ ５’１５”４５ 中島　大輔 八田１ ５’２２”６５ 飯野　永吉 白根巨摩１ ５’３３”７８

１００Ｈ 参加者なし

走幅跳 ＊ 堀内　貫平 都留二１ ４ｍ９２ （＋１．１） 若月　翼 上条１ ４ｍ４６ ？ 内田　浩太郎 増穂１ ４ｍ３６ ？ 佐藤　巧 小菅１ ４ｍ３４ 遠藤　裕之 駿台１ ４ｍ３２ ？ 上野　恭平 上条１ ４ｍ１６ ？

砲丸投（２．７２）＊ 大塩　和成 増穂１ ８ｍ７０ 市川　泰樹 増穂１ ８ｍ４１ 志村　優斗 櫛形１ ７ｍ３７ 内田　浩太郎 増穂１ ６ｍ４１ 山本　真也 櫛形１ ６ｍ３５ 依田　幸裕 櫛形１ ６ｍ０９

１００ｍ （－２．７） 鈴木　翔 石和３ １１”７３ 斉藤　博道 甲府北３ １１”８８ 高森　瞬 駿台３ １２”１７ 長田　健人 甲府北３ １２”３９ 林　尚希 石和３ １２”６６ 斉藤　翔 櫛形３ １２”７１

２００ｍ 斉藤　博道 甲府北３ ２３”９９ （－１．６） 岡林　俊起 甲府北３ ２４”０５ （－３．６） 横森　平汰 韮崎東２ ２４”５０ （－３．６） 内藤　和也 韮崎西２（－３．６） 相原　樹 櫛形３ ２６”２１ （－１．６） 水野　恭平 敷島３ ２６”３４ （－３．６）

４００ｍ ＊ 岡林　俊起 甲府北３ ５４”５５ 齊藤　翔 櫛形３ ５５”２２ 早川　修平 韮崎西３ ５７”４１ 若宮　明芳 玉穂２ ６１”６２ 松野　公紀 増穂２ ６７”５５ 上野　恭平 上条１ ６８”４５

８００ｍ ＊ 内藤　亮 韮崎西３ ２’１２”２８ 清水　龍希 八田３ ２’１３”５４ 矢崎　健太 甲西３ ２’１４”９０ 岡村　翼 白根巨摩３ ２’１５”１４ 中込　洋平 白根巨摩３２’１６”６６ 依田　大我 中富３ ２’１７”１４

１５００ｍ ＊ 八巻　賢 須玉３ ４’３９”３１ 田邊　献 八田２ ４’４３”６５ 穴水　哲史 八田２ ４’５０”６５ 大舘　純誌 敷島３ ５’００”７２ 田辺　浩康 丹波３ ５’０２”２５ 河澄　恭兵 増穂２ ５’０３”２４

３０００ｍ ＊ 岡村　翼 白根巨摩３９’３８”９９ 田邊　献 八田２ ９’４１”４８ 八巻　賢 須玉３ ９’５１”１２ 穴水　哲史 八田２ ９’５５”６１ 近藤　寛通 櫛形３ ９’５９”１５ 高浪　広章 白根巨摩３ １０’０１”０９

１１０Ｈ 高森　瞬 駿台３ １６”４０ （－０．５） 富岡　昭博 上野原３ １６”４７ （－２．７） 築地　篤也 白根巨摩３１８”０９ （－０．５） 名田屋　辰規 白根巨摩３ １８”９８ （－２．０） 柴田　貴裕 玉穂３ １９”１２ （－２．７） 内山　涼平 甲府北東２ １９”３６ （－２．２）

走高跳 ＊ 山村　治輝 上野原３ １ｍ６０ 久保田　純 北西３ １ｍ６０ 佐野　伶斗 玉幡３ １ｍ５０ 山本　淳 上野原３ １ｍ５０ 原　光平 白根御勅使２ １ｍ４５ 土橋　亮太 白根御勅使２ １ｍ４５

棒高跳 ＊ 手塚　健斗 白根巨摩３３ｍ００ 村松　潤一 櫛形３ ２ｍ８０ 木内　大我 八田３ ２ｍ６０ 長野　浩平 八田２ ２ｍ６０ 原　光平 白根御勅使２ ２ｍ６０ 金丸　勝平 櫛形２ ２ｍ４０

走幅跳 ＊ 相原　樹 櫛形３ ６ｍ０５ （＋１．３） 廣瀬　勇也 大月東３ ６ｍ０３ （＋２．４） 斉藤　翔 櫛形３ ５ｍ７７ （＋５．３） 久保田　純 甲府北西３ ５ｍ６９ （＋２．１） 大芝　秀人 八田３ ５ｍ５３ （－０．５） 山口　隆 大月東３ ５ｍ５１ （－０．５）

砲丸投（４ｋｇ） ＊ 名取　幸多 八田３ １２ｍ７８ 佐野　伶人 玉幡３ １１ｍ４０ 青柳　慶一 小菅３ １０ｍ３３ 加賀美　昌宏 中富３ ９ｍ６４ 大芝　秀人 八田３ ９ｍ５６ 相原　樹 櫛形３ ９ｍ５４

１ 長田 甲府北 ４５”８５ 秋山 櫛形 ４７”０５ 高野 中富 ４８”６７ 込山 甲府南 ４９”１９ 韮崎東 ４９”３６ 宮川 玉幡 ４９”７０

２ 齋藤 斉藤 依田 熊田 佐野

３ 川口 相原 埜村 堀内 井口

４ 岡林 坂本 小林 長田 深沢

女子

１００ｍ （－３．３） 大塩　香織 駿台１ １４”６０ 小澤　奈津香 石和１ １４”８１ 長澤　優 櫛形１ １５”２１

４００ｍ ＊ 矢笠　歩 石和３ ６７”８８ 飯室　絢子 甲府北２ ６９”１５ 三浦　めぐみ 甲府北２ ７５”２２ 磯野　志津子 甲府西２ ７７”２４ 栗原　麻衣子 甲府西２７７”２９ ＊ ＊ ＊ ＊

１００Ｈ 長澤　優 櫛形１ ２１”５０ （－１．０） 河野　綾香 櫛形１ ２１”８６ （－１．０） 渡辺　瑞希 甲西１ ２３”０５ （－１．０） 遠藤　真菜 甲西１ ２３”３３ （＋－０）立岡　咲子 甲西１ ２３”７７ （－１．０） 小池　純未 櫛形１ ２３”９２ （＋－０）

走幅跳 ＊ 大塩　香織 駿台１ ４ｍ３２ （－５．０） 小澤　奈津香 石和１ ４ｍ１７ （＋３．６） 志村　美鈴 石和１ ４ｍ０４ （＋３．６）

砲丸投（２．７２）＊ 中山　愛子 甲西１ ６ｍ８６ 中込　貴子 白根巨摩１

１００ｍ （－４．２） 中込　典子 白根巨摩３１３”８８ 石原　美紀　 櫛形３ １３”９４ 甘利　梓 櫛形３ １４”１４ 辻　麻耶香　 甲府北東２ １４”２７ 北村　亜由美 櫛形３ １４”５９ 相河　有希 甲府南２ １４”７０

２００ｍ 石原　美紀　 櫛形３ ２８”２０ （－２．７） 甘利　梓 櫛形３ ２８”６０ （－３．４） 斉藤　夏芽 白根巨摩３２８”７７ （－３．６） 田澤　あずさ 敷島３ ２８”９５ （－３．６） 相河　綾子 甲府南３２９”８６ （－３．２） 杉山　由貴 八田３ ３０”３４ （－３．４）

８００ｍ ＊ 細野　友理奈 増穂３ ２’３０”８６ 久保田　麻友 甲府北東２２’３３”０３ 湯舟　沙依子 白根御勅使３ ２’３４”３７ 飯村　彩美 白根巨摩３ ２’４０”６１ 早川　未希子 白根巨摩３２’４５”２９ 功刀　美佳 八田３ ２’４９”４０

１５００ｍ ＊ 原田　有希 双葉１ ５’２５”００ 大竹　里奈 玉穂１ ６’３３”９９ 双　　琳琳 玉穂１ ６’３７”８０

１００Ｈ 小林　悠香 甲府南２ １５”８３ （－１．０） 飯野　奈津実 白根巨摩３１６”１６ （－１．０） Ｓｈｉｖａ 白根巨摩３１７”３３ （＋－０）佐久間　理絵 櫛形３ １７”６８ （－０．５） 相河　有希 甲府南２１８”０２ （＋－０）相河　綾子 甲府南３ １８”３９ （－０．５）

走高跳 ＊ 芦澤　優美 玉幡３ １ｍ５５ 甘利　梓 櫛形３ １ｍ４５ 辻　麻耶香 甲府北東２１ｍ３５ 秋山　愛美 増穂３ １ｍ３０

走幅跳 ＊ 飯室　奈緒 増穂３ ４ｍ６３ （＋４．４） 中込　典子 白根巨摩３４ｍ６０ （－０．７） Ｈ．Ａ．Ｓｈｉｖａ白根巨摩３４ｍ５２ （＋２．９） 北村　亜由美 櫛形３ ４ｍ４８ （＋２．６） 斉藤　千織 増穂１ ４ｍ４６ （－０．１）

砲丸投（２．７２）＊ Ｈ．Ａ．Ｓｈｉｖａ 白根巨摩３１０ｍ００ 相河　綾子 甲府南３ ９ｍ１９ 相川　なつみ 敷島３ ８ｍ９４ 長澤　知未 南部２ ８ｍ９３ 佐野　千夏 南部３ ８ｍ８１ 北村　亜由美 櫛形３ ８ｍ３５

１ 石原　 櫛形 ５１”４１ Ｈ．Ａ．Ｓｈｉｖａ白根巨摩 ５１”７９ 相河 甲府南 ５３”８７ 中富 ５４”２３ 敷島 ５５”５０

２ 甘利 斉藤 小林

３ 小林 飯野 河合

４ 北村 中込 相河

１年

４×１００Ｒ

共通

２位１位

１年

共通

４×１００Ｒ

６位５位４位３位


