
第２１回　全国小学生陸上競技交流大会山梨県予選会 入賞者一覧表

小瀬スポーツ公園陸上競技場 平成１７年７月２４日(日)

年 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

４年 １００ｍ 山口　恭周(4) 15.92 三井　朝日(4) 16.20 武井　優弥(4) 16.37 島田　隆成(4) 16.89 田辺　裕哉(4) 17.01 済間　敬介(4) 17.30 大森　栄輝(4) 17.44

風:+0.0 大国陸上クラブ 山梨小陸上ｸﾗﾌﾞ 山梨小陸上ｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ 奥野田小 奥野田小 風林火山

１０００ｍ 加藤　史崇(4)  3:31.71 深沢　　駿(4)  3:32.22 望月　光樹(4)  3:40.02 松土　治樹(4)  3:45.81 池田　　陸(4)  3:48.56 田中　　育(4)  3:51.19 根津　孝紀(4)  3:56.88 志村　怜也(4)  3:56.94

オンリーワン 八幡クラブ 大国陸上クラブ 八幡クラブ 大国陸上クラブ 増穂クラブ 山梨小陸上ｸﾗﾌﾞ 南アルプスＡＣ

走幅跳 大館　拓実(4)   3m07 小宮山　啓大(4)   3m03 進藤　　翼(4)   2m99 松下　旺里(4)   2m87 ５：小川　　昴(4)　武川小+0.0   2m81 藤森　翔也(4)   2m42

四方津AC-1.4 後屋敷小+0.4 大国陸上クラブ-0.9 四方津AC-1.3 位：渡邉　大智(4)　峡東クラブ-0.0 武川小+0.0

５年 １００ｍ 樋口　航大(5) 13.92 内田　智也(5) 14.32 赤池　大知(5) 14.64 雨宮　幸太郎(5) 15.03 丸茂　涼貴(5) 15.07 功刀　紀樹(5) 15.28 佐野　拓真(5) 15.30 五味　俊樹(5) 15.68

風:+1.9 後屋敷小 NGR 南アルプスＡＣ 湯田ＡＣ 奥野田小 峡東クラブ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 大国ｼﾞｭﾆｱ 日下部小

１０００ｍ 深沢　　優(5)  3:17.16 小林　慎二郎(5)  3:20.85 進藤　大地(5)  3:22.71 高山　敦至(5)  3:44.95 三澤　裕之(5)  3:45.92 平賀　喜裕(5)  3:47.94 西島　健太(5)  3:49.79 広瀬　　健(5)  3:50.11

八幡クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 大国陸上クラブ ナカムラＡＣ 大国陸上クラブ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 勝沼クラブ 南アルプスＡＣ

走幅跳 鈴木　達也(5)   3m83 飯窪　純也(5)   3m47 鶴田　隼人(5)   3m44 堀田　真也(5)   3m44 藤田　龍哉(5)   3m37 藤巻　光哉(5)   3m34 江本　瑞樹(5)   3m22 平田　佑介(5)   2m69

ナカムラＡＣ+1.2 大国ｼﾞｭﾆｱ+1.3 八幡クラブ+1.3 四方津AC+1.4 ナカムラＡＣ+1.9 北西陸上ｸﾗﾌﾞ+0.4 早川陸上ｸﾗﾌﾞ+0.5 武川小+1.3

６年 １００ｍ 渡辺　裕基(6) 13.28 渡辺　広人(6) 13.40 佐野　　基(6) 13.89 三枝　幸寛(6) 14.06 鶴田　光樹(6) 14.14 小林　真成人(6) 14.15 宮崎　孝一(6) 14.18 望月　　連(6) 14.35

男 風:+0.7 身延南小 富士吉田ラグビースク 大国陸上クラブ 塩山北小 峡東クラブ 峡東クラブ 湯田小 峡東クラブ

１０００ｍ 安達　拓郎(6)  3:09.38 松山　秀亮(6)  3:19.18 上田　竜平(6)  3:20.34 古屋　弘紀(6)  3:20.62 鶴田　修平(6)  3:24.05 米長　卓哉(6)  3:24.44 池田　　塁(6)  3:29.15 水間　　諭(6)  3:30.68

大国陸上クラブ 増穂クラブ 身延西小 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 勝沼小 山梨陸友クラブ 大国ｼﾞｭﾆｱ 南アルプスＡＣ

走幅跳 雨宮　大昴(6)   4m23 高橋　智紀(6)   4m16 篠原　綾佑(6)   4m08 淡浪　紘司(6)   3m84 渡辺　公太郎(6)   3m83 江本　隆斗(6)   3m74 相澤　　魁(6)   3m69 田草川　智也(6)   3m64

ナカムラＡＣ 0.0 境川ﾋﾞｸﾄﾘｰｼﾞｭﾆｱ+1.4 境川ﾋﾞｸﾄﾘｰｼﾞｭﾆｱ+1.9 後屋敷小+1.7 睦合小+1.1 早川陸上ｸﾗﾌﾞ-0.2 境川ﾋﾞｸﾄﾘｰｼﾞｭﾆｱ+1.4 日下部ＡＣ+0.8

共通 ８０ｍＨ 雨宮　信太(6) 14.49 鶴田　飛悠吾(6) 14.68 古屋　晃広(6) 15.19 相澤　右近(5) 16.36 青木　大和(6) 16.66 山本　勇輝(6) 17.23 古屋　倫之(6) 18.39 渡邉　大海(6) 18.64

風: ナカムラＡＣ-0.4 北西陸上ｸﾗﾌﾞ-1.1 ナカムラＡＣ-1.1 増穂クラブ-1.1 富河クラブ-0.4 山梨小陸上ｸﾗﾌﾞ-0.4 後屋敷小-0.4 後屋敷小-1.1

４×１００ｍ 峡東ｸﾗﾌﾞ 55.43 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 55.53 湯田ＡＣ 58.84 ナカムラＡＣ 58.87 増穂ｸﾗﾌﾞ 59.34 後屋敷小 60.46 湯田小 60.83 境川ﾋﾞｸﾄﾘｰｼﾞｭﾆｱ 61.08

   望月　　蓮    山本　光輝    長田　征之    小林　拓磨    松山　秀亮    淡浪　紘司    成田　将平    篠原　綾佑

   鶴田　光樹    佐野　　基    赤池　大知    雨宮　大昴    永井　佑樹    小林　琢馬    槙本　光希    高橋　智紀

   五味　英昭    安達　拓郎    榛原　瑛人    雨宮　信大    中込　心平    天野　裕崇    佐藤　晶彦    三神　　連

   小林　真成人    林　　拓巳    樋口　拓弥    古屋　晃広    井上　智仁    樋口　航大    宮崎　孝一    桑原　大季

走高跳 村田　雅弥(6) 1m15 内田　翔平(5) 1m05

早川陸上ｸﾗﾌﾞ 勝沼クラブ

ボール投 望月　啓仁郎(6)  50m41 清水　甲偉(6)  47m08 三神　　連(6)  46m59 佐久間　剛(6)  44m56 三浦　卓朗(6)  44m25 森　　悠斗(4)  41m88 芦沢　尚浩(5)  40m46 高橋　力也(4)  34m30

早川陸上ｸﾗﾌﾞ 湯田小 境川ﾋﾞｸﾄﾘｰｼﾞｭﾆｱ 後屋敷AC 境川ﾋﾞｸﾄﾘｰｼﾞｭﾆｱ 後屋敷AC 後屋敷AC 武川小

４年 １００ｍ 加賀美　蘭(4) 15.60 蔵重　泉美(4) 16.12 深沢　美里(4) 16.28 奥山　あすみ(4) 16.38 丹羽　彩花(4) 16.39 小河内　雅子(4) 16.57 佐々木　綾音(4) 16.68 渡辺　彩花(4) 16.93

風:+1.4 大国陸上クラブ 四方津AC 山梨小陸上ｸﾗﾌﾞ 八幡クラブ ナカムラＡＣ 増穂クラブ 四方津AC 増穂クラブ

８００ｍ 三枝　礼実(4)  2:52.31 小林　杏樹(4)  2:56.59 小河内　風歩(4)  3:22.98 功刀　さゆり(4)  3:26.28 市川　　茜(4)  3:28.12 篠原　理加(4)  3:35.80

峡東クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 オンリーワン 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 増穂クラブ 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 中澤　美結(4)   3m09 小澤　真里奈(4)   2m85 宮里　夢乃(4)   2m56

大国陸上クラブ-0.6 早川陸上ｸﾗﾌﾞ-1.1 早川陸上ｸﾗﾌﾞ+0.0

５年 １００ｍ 秋山　琴美(5) 14.93 矢崎　はるか(5) 15.04 鈴木　智巳(5) 15.22 上野　　鮎(5) 15.24 望月　南瞳(5) 15.62 秋山　来恵(5) 15.67 田邊　真織(5) 15.95 雪　　智江(5) 16.23

風:+0.4 オンリーワン KENPRO･ATHLETICS ナカムラＡＣ 後屋敷小 大国ｼﾞｭﾆｱ 南アルプスＡＣ KENPRO･ATHLETICS 大国陸上クラブ

８００ｍ 若月　　瞳(5)  2:48.31 上川　若菜(5)  3:05.27 中村　咲菜(5)  3:08.45 深沢　美友(5)  3:17.11 竹下　静華(5)  3:25.75

大国陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 身延西小 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少

走幅跳 加藤　亜衣(5)   3m78 白鳥　里穂(5)   3m69 釼持　早紀(5)   3m59 竹田　有里(5)   3m29 相沢　真凛(5)   3m10 藤原　凪沙(5)   3m06 根津　彩花(5)   2m95 宮本　美佳(5)   2m89

大国ｼﾞｭﾆｱ+0.1 大月ＡＣ+1.0 KENPRO･ATHLETICS+1.4 大国陸上クラブ+0.9 山梨小陸上ｸﾗﾌﾞ+0.8 大国陸上クラブ+0.7 大国陸上クラブ+0.4 山梨小陸上ｸﾗﾌﾞ+1.8

６年 １００ｍ 小澤　詩織(6) 13.85 志村　江梨(6) 13.88 依田　千波(6) 14.76 廣瀬　向日葵(6) 14.95 望月　　梓(6) 14.99 古田　梨紗(6) 15.13 川崎　微佑(6) 15.21 根本　　萌(6) 15.56

女 風:+0.9 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 大国陸上クラブ 南アルプスＡＣ 峡東クラブ 大国陸上クラブ 大国陸上クラブ 峡東クラブ 南アルプスＡＣ

８００ｍ 金丸　実加(6)  2:37.92 鈴木　佑佳(6)  2:37.97 吉岡　優海(6)  2:41.02 滝嶌　あかね(6)  2:41.10 遠藤　友香里(6)  2:42.06 桜田　留美(6)  2:48.47 広瀬　美咲(6)  2:50.94 中島　　梓(6)  2:54.31

八幡クラブ 大国陸上クラブ 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 奥野田小 一宮町陸上ｽﾎﾟ少 南アルプスＡＣ 八幡クラブ 南アルプスＡＣ

走幅跳 中澤　佳香(6)   4m56 小林　由有(6)   4m26 岡野　葉月(6)   4m21 上田　千幸(6)   3m91 市川　沙絵(6)   3m90 森田　　舞(6)   3m52 山下　由樹(6)   3m50 芦澤　郁奈(6)   3m50

大国陸上クラブ+0.8 大国陸上クラブ+1.2 大国陸上クラブ+2.1 南アルプスＡＣ+0.5 ナカムラＡＣ+0.5 後屋敷小+0.9 後屋敷小+0.5 後屋敷小+0.8

共通 ８０ｍＨ 塚越　　彩(6) 13.94 井上　　果(6) 16.10 中島めぐみ(6) 16.20 鈴木　りほ(6) 16.23 西海　美憂(5) 16.40 湯浅　早紀(6) 16.87 江渕　未菜実(6) 17.62 清水　志穂(6) 17.76

風: ナカムラAC-1.2 NGR 増穂クラブ-1.1 後屋敷小-1.1 睦合小-1.1 KENPRO･ATHLETICS-1.2 北西陸上ｸﾗﾌﾞ-1.2 ナカムラＡＣ-1.1 南ｱﾙﾌﾟｽ陸協-1.2

４×１００ｍ 大国陸上ｸﾗﾌﾞ 55.54 峡東ｸﾗﾌﾞ 59.36 南ｱﾙﾌﾟｽＡＣ 59.48 大国ジュニア 60.45 KENPRO ATHLETIC 60.70 北西陸上ｸﾗﾌﾞ 61.10 後屋敷小 61.64 八幡ｸﾗﾌﾞ 63.11

   古田　梨紗 NGR    大森　貴夢    秋山　来恵    加藤　亜衣    田邊　真織    湯浅　早紀    芦澤　郁奈    窪田　陽子

   小林　由有    廣瀬　向日葵    根本　　萌    雨宮　咲希    西海　美憂    小澤　詩織    塩入　果奈    前田　友梨

   岡野　葉月    仲田　歩夢    上田　千幸    竹田　萌華    小保内　真知    清水　由美子    森田　　舞    広瀬　美咲

   志村　江梨    川崎　微佑    依田　千波    望月　南瞳    矢崎　はるか    西田　あさ野    加賀見杏奈    金丸　実加

走高跳 大柴　美里(6) 1m20 ２：鈴木　結花(6)　　KENPRO･ATHLETICS 1m20 ４：岩下　真子(5)　　ナカムラＡＣ 1m15 桑原　華歩(6) 1m15 ７：佐野　公香(6)　　早川陸上ｸﾗﾌﾞ 1m05

山梨小陸上ｸﾗﾌﾞ 位：井上　明日香(6)　増穂クラブ 位：小保内　真知(5)　KENPRO･ATHLETICS 大月ＡＣ 位：植村　恵理子(6)　ナカムラＡＣ

ボール投 済間　有紗(6)  42m53 雨宮　可奈子(6)  31m58 横森　千香(6)  30m85 河野　玲子(5)  17m13

奥野田小 境川ﾋﾞｸﾄﾘｰｼﾞｭﾆｱ 湯田ＡＣ 南アルプスＡＣ

[ NGR:大会新記録 ]



５年 １００ｍ 樋口　航大(5) 後屋敷小

１００ｍ 渡辺　裕基(6) 身延南小

走幅跳 雨宮　大昴(6) ナカムラＡＣ

８０ｍＨ 雨宮　信太(6) ナカムラＡＣ

４×１００ｍ 峡東クラブ

望月蓮
鶴田光樹
五味英昭
小林真成人

走高跳 村田　雅弥(6) 早川陸上ｸﾗﾌﾞ

ボール投 望月　啓仁郎(6) 早川陸上ｸﾗﾌﾞ

５年 １００ｍ 秋山　琴美(5) オンリーワン

１００ｍ 小澤　詩織(6) 北西陸上ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 中澤　佳香(6) 大国陸上クラブ

８０ｍＨ 塚越　　彩(6) ナカムラAC

４×１００ｍ 大国陸上クラブ

古田梨紗
小林由有
岡野葉月
志村江梨

走高跳 大柴　美里(6) 山梨小陸上ｸﾗﾌﾞ

男

女

全国小学生交流陸上出場者・チーム

６年

共通

６年

共通


