
平成１５年度 山梨県新人陸上競技大会 決勝記録一覧表
審 判 長

記録責任者期日 平成１５年１０月１８日（土） 小瀬スポーツ公園陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位風
速 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録

共通
12"10 12"27 12"39 12"51 12"90 13"00 13"05 13"24１００ -0.6 横森平 韮東 小林豊 中富 後藤豪 梁川 長田和真 清水直人 八田 小菅 清水陽介 長坂 名取純希汰 舩木祐介甲府南 甲府南

24"76 25"47 25"78 25"81 25"86 26"18 27"20 27"68２００ -0.7 内藤和也 韮西 島田浩貴 杉本昇治 吉田 三浦雅也 八田 佐藤卓 増穂 仲山和寛 長坂 浅野成也 増穂 田中雅之 韮東御勅使

58"07 60"94 61"31 62"59 65"09 65"36 67"65 69"05４００ 鈴木啓太 駿台 田中聖大 敷島 細田祐樹 長坂 赤澤徹 韮西 飯塚力也 和光俊昌 吉田 白須直樹 吉田 吉次慶 押原甲府東

2'14"72 2'19"09 2'19"61 2'20"75 2'24"88 2'25"83 2'26"74 2'31"57８００ 込山修平 土橋亮太 内藤充 櫛形 河住恭兵 増穂 秋山拓哉 内田裕貴 増穂 浅川一仁 敷島 笠原伸悦 長坂甲府南 御勅使 都留二

10'21"53 10'22"50 10'39"74３０００ 千田祐介 甲西 田辺献 八田 穴水哲史 八田 槌屋啓太 櫛形 桜田元規 櫛形 輿水渓 長坂 藤原健次 巨摩 小泉翔太 敷島9'28"25 9'34"19 9'40"37 9'48"00 9'52"91

17"38 17"50 17"94 18"06 18"28 18"41 18"84１１０Ｈ -0.5 小俣僚 堤広輔 長坂 田中要司 玉穂 内山涼平 北東 相原真吾 櫛形 石川直也 敷島 塩澤佳介 甲西都留二 山梨北土屋摩名斗 17"51

篠原 浅利 込山 熊田 清水 平川 清水 仲山 三枝 堀内 越賀 島田 飯野 斉藤 塩沢 大木４×１００Ｒ 48"31 48"57 49"26 49"62 50"03 50"27 50"62 51"37向山 横森 韮東 名取 長田 長野 三浦 八田 長坂 小俣 秋山 秋山 原 中沢 折居 巨摩 中村 高石 甲西甲府南 堀込川端下 都留二 御勅使

1m60 1m60 1m45 1m40 m m m m走高跳 篠原健太 韮東 川端下徹 長坂 大石拓未 長坂 山田瑛典 富浜

5m28 5m27 5m07 5m07 4m98 4m88 4m87 4m83走幅跳 植松良太 長坂 平川雅美 八田 渡辺幸浩 丹波 熊田吾一 向山耕 韮東 小林潤哉 長坂 中込智也 櫛形 越賀克晋甲府南 御勅使

3m30 3m10 3m10 2m80 2m70 2m60 2m40 2m40棒高跳 長野浩平 八田 原光平 大木直之 甲西 山中秀樹 押原 秋山晃也 芦沢雅規 櫛形 藤本喬之 押原 藤巻了太 八田御勅使 御勅使

11m31 10m62 10m62 10m06 10m04 9m89 9m47 8m92砲丸投 木下大地 丹波 池田優 富浜 折居優樹 巨摩 小菅 楳澤隆次 早川 伊藤祐輝 南部 中沢文哉 巨摩 押原舩木謙行 田名網和幸
１年

12"77 12"79 13"03 13"06 13"07 13"19 13"23 13"67１００ -0.5 三枝駿也 小松大記 長坂 中西大樹 櫛形 齋藤秀 巨摩 志村優斗 櫛形 浮田洵弥 八田 赤池俊哉 増穂 保坂祐太 韮東都留二

24"58 25"79 26"20 27"05 27"39 27"42 27"76 28"01２００ -0.2 堀内貫平 内田健斗 若草 内田賢樹 櫛形 山口俊幸 玉幡 津谷拓輝 武川 山本真也 櫛形 樋口慶 増穂 山城剣矢 上条都留二

2'19"13 2'20"48 2'20"49 2'21"82 2'29"46 2'30"20 2'30"21 2'35"38８００ 神崎健吾 玉穂 市川晃平 増穂 若月翼 上条 八田 山本拓也 櫛形 近藤和也 櫛形 武藤陽 武川 望月洋和 長坂石川龍太郎

10'09"84 10'13"04 10'15"17 10'28"83 10'39"79 10'47"32３０００ 前田真志 韮西 神山祥 甲西 川口佳亮 櫛形 杉山健司 北西 中島大輔 八田 小松優希 巨摩 田中豪 長坂9'59"88 10'03"46 櫛形 飯野真航斗

15"72 15"98 16"58 16"69 17"32 17"77 17"92 18"86１００Ｈ +0.4 飯野永吉 巨摩 矢崎悠太 市川泰樹 増穂 安田翔 塚原直樹 石和 加藤将武 櫛形 斉藤伸 櫛形 小尾勇志 敷島甲府西 甲府西

小林 板山 三井 新井 赤池 市川 相川 津谷 石川 浮田 山城 須田 大柴 保阪４×１００Ｒ ﾌｫﾝｾｶ 矢崎51"10 51"54 51"74 51"82 52"34 53"37 54"59 57"85浅川 小松 長坂 有泉 新海 玉幡 石井 樋口 増穂 武藤 山本 武川 山口 渡辺 八田 若月 上野 上条 三井 清水 韮東竹之内 安田 甲府西

1m50 1m45 1m30 m m m m m走高跳 ﾌｫﾝｾｶ ｼﾞｪﾌ 甲府西 石川一夢 櫛形 五味伊吹 双葉

5m07 5m03 4m92 4m61 4m56 4m54 4m37 4m44走幅跳 板山恭平 長坂 三井雄稀 玉穂 山本和樹 武川 石井翔大 増穂 依田幸裕 櫛形 佐藤巧 小菅 常盤春輝 北西 吉田瀬戸山大樹

2m70 2m20 2m20 2m00 m m m m棒高跳 山口翔 八田 河野司 櫛形 青木峻 櫛形 荻原良基 巨摩

8m84 8m82 8m47 7m56 7m50 7m45 7m34 6m79砲丸投 須田和貴 上条 青柳卓弥 若草 小泉潤 田富 雨宮 塩山 山坂太相 長坂 大塩和成 増穂 藤木竜馬 小菅 樋口圭人 上条諒

共通男子総合 ５１点 ４４点 ２９点 ２９点 ２６点 ２３点 点 点長坂 八田 韮崎東 白根御勅使 甲府南 櫛形

１年男子総合 ６４点 ３１点 ２９点 ２５点 ２３点 ２０点 点 点櫛形 増穂 長坂 甲府西 八田 白根巨摩



平成１５年度 山梨県新人陸上競技大会 決勝記録一覧表
審 判 長

記録責任者期日 平成１５年１０月１８日（土） 小瀬スポーツ公園陸上競技場

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位風

速 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録 氏名 中学 記録種目
共通

13"55 13"68 13"85 14"06 14"28 14"33 14"46 14"57１００ +0.0 辻麻耶香 北東 山地渚 富浜 太田典子 押原 韮東 輿石真衣 武川 中込由香 櫛形 渡辺舞衣 飯田理沙 玉穂横山めぐみ 下吉田

28"51 29"05 29"19 29"28 30"28 30"93 31"36 "２００ -0.7 相河有紀 勝麻里那 櫛形 志村有紀 増穂 保坂未来 八田 望月治美 双葉 保坂瞳 櫛形 大芝彩佳 長坂甲府南

2'33"60 2'36"72 2'39"39 2'39"39 2'40"94 2'42"29 2'44"17８００ 久保田麻友 北東 保要佳苗 芦川 内藤里奈 櫛形 飯室絢子 岩井咲季 増穂 増田沙貴 上条 米山未麻 玉穂甲府北

10'42"54 11'14"01 11'25"23 11'37"25 11'39"32 11'40"62 11'40"98 11'52"89３０００ 穂坂ちひろ 笹本千香子 三井由香里 清水久美子櫛形 清水祥子 櫛形 飯野沙織 巨摩 八田 原田有希 双葉 韮西 韮西 清水優美 八田

17"09 18"48 18"55 19"16 19"45 20"27 25"62１００Ｈ +0.2 小林悠香 甲西 堀内淑美 長坂 清水美樹 玉穂 小池彩 駿台 村田千晶 甲西 櫛形 押原甲府南 14"93 野沢ゆうか 八田美紗紀 小林あつ希

太田 小林 保坂 中込 小林 太田 堅田 横山 村田 野沢 布能 斉藤 増田 山本 川崎 丹澤４×１００Ｒ
53"50 55"58 55"69 56"36 56"46 56"93 56"95 57"54河合 相河 勝 甘利 櫛形 安田 小山 押原 韮東 荻原 三椚 甲西 保坂 小泉 八田 佐野 小林 上条 宮沢 長田甲府南 小田切 長島 甲府西

1m40 1m40 1m40 1m35 1m30 1m30 1m25 1m20走高跳 長田なみ 宮沢梨恵 黒江静 長坂 丹澤由実 巨摩 小泉由衣 八田下吉田 甲府西 渡辺翼(2 ) 下吉田 梨大附 甲府西位 向井さつき 芦澤明日香

4m34 4m33 4m17 4m12 4m01 4m00 3m95 3m95走幅跳 川口悠 櫛形 高島愛理 巨摩 山本綾 上条 塩山 橋本瑛里 長田あみ関口えりな 足達里佳子 太田明日香甲府西 甲府北 甲府南 下吉田

10m37 10m16 9m47 9m24 9m03 8m92 8m37 8m34砲丸投 三椚結梨 甲西 笹渕裕子 北東 中込一希 早川 長澤知未 南部 石井愛美 増穂 小澤聖子 武川 巨摩甲府南 川口かおり 宗像めぐみ

１年
13"98 14"02 14"28 14"41 14"45 14"53 14"60 14"96１００ -0.1 小澤奈津香 新海なつみ石和 藤江香 玉幡 半澤沙織 竜北 松山文奈 石和 青沼美紗 布能綾乃 八田 萩原彩 甲西下吉田 甲府南

30"07 30"75 30"87 31"71 31"89 31"95 32"09 33"22２００ -1.9 甘利望 櫛形 斉藤由貴 八田 斉藤有紀 巨摩 松木千春 押原 加藤菜緒 櫛形 大木淳子 甲西 小沢葉月 韮東 韮東石合この実

2'34"37 2'35"41 2'35"42 2'39"38 2'41"43 2'43"11 2'45"79 2'47"68８００ 政門里奈 石和 相川莉乃 甲西 白滝成美 櫛形 韮東 米山菜摘 巨摩 藤巻杏菜 八田 須玉 敷島平賀美貴子 藤原亜里紗 小澤麻里奈

18"71 19"12 19"19 19"58 19"78 20"77１ Ｈ00 +0.4 飯野亜美 巨摩 大森瑞樹 増穂 長坂 小林志実 遠藤真菜 甲西 押原 内藤千春 押原18"05 18"24 原藤さつき 長田真由子 前田ゆり恵甲府西 甲府西

赤沢 遠藤 小林 田口 斉藤 中込 斉藤 加藤 内藤 土橋 佐野 清水 山本 小沢 原藤 田中４×１００Ｒ
56"93 57"55 57"70 58"08 58"66 58"84 59"59 60"03大木 渡辺 甲西 大森 佐野 増穂 秋山 飯野 巨摩 渡辺 川口 櫛形 五味 長田 八田 河西 新海 玉幡 石合 中込 韮東 井出 葛窪 長坂
1m35 1m25 1m20 1m10 1m10 m m m走高跳 中込貴子 巨摩 敷島 櫛形 北西 韮東保坂奈津紀 渡辺ゆかり 末木麻衣子 山田裕実(4 )位

4m32 4m28 4m00 3m93 3m90 3m88 3m78 3m75走幅跳 岩間美保 英和 大塩香織 駿台 五味明夏 八田 八田 南部 大槻玲奈 甲西波照間佳子 奥脇奈津美 長田恵梨子 山下みちる甲府西 下吉田

8m93 7m94 7m82 7m32 7m09 7m05 6m82 6m51砲丸投 中山愛子 甲西 佐野夏実 増穂 渡辺瑞季 甲西 河西舞織 玉幡 中山裕加 長坂 増穂 荻野渚徳永絵璃子 小林沙緒里上野原 甲府西

５１点 ３２点 ２３点 ２２点 17.5点 １６点 点 点共通女子総合 櫛形 甲府南 甲府北東 甲西 下吉田 白根巨摩

３７点 ３２点 ２９点 ２３点 ２３点 ２０点 点 点１年女子総合 甲西 白根巨摩 櫛形 増穂 八田 石和


