
09日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会　〔 サブイベント 山梨県小中学生４×１００ｍＲ 〕　入賞者一覧表 山梨県：小瀬スポーツ公園陸上競技場 平成２１年１０月１６日（金）～１８（日）

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

18日 小学生4x100mR 大国陸上クラブＡ 53.65 南アルプスＡＣ　Ａ 53.65 大月ＡＣ　Ａ 56.33 ナカムラＡＣ 57.61 未来の森ＡＣ 58.72 南アルプスＡＣ　Ｂ 59.35 大石陸上クラブ 1:02.14

藤巻　　輝 (97) 笹本　悠太 (97) 高坂　佳希 (99) 青柳　禅多 (97) 野村　　涼 (99) 加藤　雄大 (98) 貴家　永人 (97)

進藤　　翼 (97) 名取　　新 (97) 小俣　　洋 (98) 奈良　光洋 (97) 窪田　雄大 (97) 中込　晃太郎 (98) 堀内　　駿 (97)

石川　　稜 (97) 市川　直幸 (97) 吉村　湧太 (97) 大久保　雄平 (97) 根岸　宗一郎 (97) 望月　岳斗 (98) 羽田　航太 (97)

安田　壮太 (97) 深澤　真哉 (97) 矢部　裕太郎 (97) 山崎　　翼 (97) 近藤　晃弘 (97) 築地　和馬 (98) 堀内　一輝 (98)

18日 小学生4x100mR 大国陸上クラブＡ 56.29 未来の森ＡＣ 56.90 大国陸上クラブＢ 59.79 駿台甲府陸上クラブ 59.86 北西陸上クラブ 59.95 南アルプスＡＣ　Ａ 1:00.08 大石陸上クラブ 1:02.06 一宮陸上スポ少 1:02.51

林　　　輝 (98) 五味　梨緒奈 (97) 山下　瀬捺 (98) 塚原　以知子 (98) 保坂　友理 (98) 保坂　奈菜 (98) 渡辺　優衣 (97) 小林　綾香 (97)

植竹　美里 (97) 野田　ゆかり (97) 島田　梨沙 (98) 衣川　佳奈 (97) 篠原　理加 (98) 伊藤　有紗 (97) 堀内　麻由 (97) 込山　葉瑠 (97)

大滝　有沙 (97) 佐藤　有紀 (97) 代永　妃那 (98) 渡辺　さくら (97) 原　恵梨子 (98) 堀江　志織 (97) 堀内　　舞 (98) 岩森　陽南 (97)

前田　未来 (98) 剱持　クリア (97) 宮川　依里 (97) 山田　美衣 (98) 横山　文香 (98) 名取　万智 (97) 渡辺　光南 (97) 原田　紫苑 (97)

18日 中学生4x100mR 櫛形中Ａ 45.19 未来の森ＡＣ 45.55 韮崎東中Ａ 47.84 玉幡中Ａ 48.00 ４位：甲西中 48.00 上条中 49.31 石和中 49.33 櫛形中Ｂ 49.49

内田　智也 (94) 樋口　景 (96) 山本　史紀 (94) 青柳　弘樹 (94) 立花　祐樹 (95) 深澤　　勇 (95) 小田　遼太 (96) 有泉　京太郎 (95)

望月　勇人 (94) 清水　隼人 (95) 相山　友希 (95) 磯野　恵輔 (95) 野田　雅浩 (95) 黒江　太樹 (95) 丸山　輝明 (95) 内田　智大 (96)

須田　裕太郎 (94) ﾌﾗﾝｸ ﾛﾄﾞﾘｺ (94) 渡邉　　晶 (94) 松土　光男 (94) 藤崎　智也 (95) 飯島　啓之 (96) 小幡　慎司 (95) 横内　章裕 (95)

野中　　武 (94) 小林　大記 (94) 石堂　　駿 (94) 仲神　健斗 (94) 新津　　陽 (95) 矢野　侑太郎 (95) 雨宮　功樹 (96) 内藤　涼介 (96)

18日 中学生4x100mR 櫛形中Ａ 49.75 上野原西中 52.23 未来の森ＡＣ　Ａ 52.41 櫛形中Ｃ 52.79 石和中 52.88 城南中 53.68 櫛形中Ｂ 53.87 増穂中 54.35

秋山　来恵 (94) 佐々木　綾音 (95) 田邊　真織 (94) 大木　麻耶 (96) 水野　すみれ (95) 藤本　真優 (97) 北村　春菜 (95) 望月 ちほ (95)

勝俣　有理 (94) 大神田　南海 (95) 矢崎　はるか (94) 村上　史奈 (95) 寺本　有那 (95) 林　　安優 (96) 斉藤　祐美 (94) 原田 真衣 (95)

甘利　　渚 (94) 小柳　里織 (95) 小保内　真知 (94) 坂巻　奈穂 (95) 福富　結理香 (95) 中澤　美結 (97) 長澤　のぞみ (95) 樋口　 彩 (95)

内田　莉奈 (94) 藏重　泉美 (95) 剱持　早紀 (94) 深澤　果夏 (95) 小林　咲子 (96) 世古口　聖花 (96) 上田　夕夏 (94) 小河内 雅子 (95)
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