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男子 平成２２年度　第５６回全日本中学校通信陸上競技大会　山梨県大会　兼　第６５回国民体育大会予選会 平成２２年７月１０日（土）、１１日（日）

甲府市：小瀬スポーツ公園陸上競技場

日付 種目

11 １年 １００ｍ 澤登　大河 (1) 12.84 矢部　祐太郎 (1) 12.98 功刀  蓮太郎 (1) 13.03 安田　壮太 (1) 13.09 金丸　一真 (1) 13.13 深澤　真哉 (1) 13.13 小澤　辰海 (1) 13.20 市川　直幸 (1) 13.33

若草 (-0.5) 猿橋 (-0.5) 甲西 (-0.5) 城南 (-0.5) 甲府北東 *TK(-0.5) 若草 *TK(-0.5) 上野原西 (-0.5) 八田 (-0.5)

11 ２年 １００ｍ 笹本　大夢 (2) 11.81 中島　緑夢 (2) 11.95 窪田　悠介 (2) 11.96 樋口　景　 (2) 12.10 原　麗 (2) 12.29 小林　拓史 (2) 12.33 小田　遼太 (2) 12.34 足立　拓海 (2) 12.35

八田 (-0.5) 山梨北 (-0.5) 甲府南 (-0.5) 甲府北西 (-0.5) 甲府南西 (-0.5) 田富 (-0.5) 石和 (-0.5) 浅川 (-0.5)

11 ３年 １００ｍ 清水　隼人 (3) 11.70 澤井　利貴雄 (3) 11.90 安藤　浩平 (3) 11.95 丸山　輝明 (3) 12.01 城之内　龍也 (3) 12.02 名取　柊 (3) 12.03 山本　隼也 (3) 12.31 五味　永行 (3) 12.35

山梨大附 (-0.7) 都留第一 (-0.7) 猿橋 (-0.7) 石和 (-0.7) 敷島 (-0.7) 高根 (-0.7) 甲府北西 (-0.7) 若草 (-0.7)

11 共通 ２００ｍ 清水　隼人 (3) 23.77 田草川　裕 (3) 24.46 澤井　利貴雄 (3) 24.51 山田　候輔 (3) 24.91 小島　一樹 (3) 25.02 塩田　隼也 (3) 25.03 小林金太郎 (3) 25.09 五味　永行 (3) 25.13

山梨大附 (-0.7) 武川 (-0.7) 都留第一 (-0.7) 田富 (-0.7) 敷島 (-0.7) 田富 (-0.7) 明野 (-0.7) 若草 (-0.7)

10 共通 ４００ｍ 田草川　裕 (3) 52.92 渡邊　黎旺 (2) 53.12 白須　愁 (3) 53.50 黒江　太樹 (3) 53.99 早田　宏大 (3) 54.86 田中　竣也 (3) 56.58 山田　候輔 (3) 57.23 林田　賢樹 (3) 58.51

武川 駿台甲府 富浜 上条 甲府南西 櫛形 田富 長坂

11 共通 ８００ｍ 渡邊　黎旺 (2) 2:03.94 村松　和十 (3) 2:04.77 山野　亮太 (3) 2:10.10 近藤　慧 (3) 2:10.32 保坂　恭平 (3) 2:11.25 山本　幹大 (3) 2:12.09 清原　一真 (2) 2:14.20 武井　真冬 (3) 2:20.52

駿台甲府 県中学2年新 甲府北 甲府南西 双葉 櫛形 押原 双葉 山梨北

11 １年 １５００ｍ 藤巻　輝 (1) 4:34.74 山田  統吾 (1) 4:38.94 石川　稜 (1) 4:45.76 太田  裕也 (1) 4:47.83 篠原  正輝 (1) 4:49.56 築野　　凌 (1) 4:50.68 山岸　陽太 (1) 4:51.56 上田誠人 (1) 4:52.60

山梨大附 韮崎西 上条 山梨南 韮崎西 櫛形 櫛形 久那土

10 共通 １５００ｍ 上田　健太 (3) 4:15.34 諏訪　寛太 (2) 4:21.38 笠井　　駿 (2) 4:26.29 矢ノ倉　弘 (3) 4:30.75 望月　光樹 (3) 4:31.13 飯村　翔 (3) 4:32.08 朝妻　　陽 (3) 4:35.78 小池　絢大 (3) 4:37.88

甲府北 櫛形 櫛形 大月東 甲府東 韮崎西 泉 甲西

11 共通 ３０００ｍ 上田　健太 (3) ◎9:00.11 諏訪　寛太 (2) 9:22.71 笠井　　駿 (2) 9:26.53 矢ノ倉　弘 (3) 9:29.13 飯村　翔 (3) 9:30.79 望月　光樹 (3) 9:47.17 荻原　秀恭 (3) 9:48.27 雨宮　裕太 (2) 9:54.11

甲府北 櫛形 櫛形 大月東 韮崎西 甲府東 甲府南西 石和

11 共通 １１０ｍＨ 飯野　広夢 (3) 15.58 塩澤　大輔 (3) 16.18 樋川　遼太郎 (3) 16.39 横谷　真人 (3) 16.51 内田　智大 (3) 16.56 井上  凌太 (3) 16.88 志村　太郎 (3) 17.11 飯久保　明洋 (2) 17.19

白根巨摩 (-0.2) 甲西 (-0.2) 玉幡 (-0.2) 甲府南 (-0.2) 櫛形 (-0.2) 笛川 (-0.2) 甲府北 (-0.2) 櫛形 (-0.2)

11 １年 ４×１００ｍ 石和 51.60 若草 51.61 上野原西 52.07 櫛形 52.26 高根 52.82 笛川 53.51 長坂 54.60 上条 57.61

青柳　祥多 (1) 石原　拓也 (1) 上田　優生 (1) 早川　泰斗 (1) 岩間　俊 (1) 今澤　篤紀 (1) 田中　匠 (1) 石川　稜 (1)

山崎　翼 (1) 深澤　真哉 (1) 設楽　開人 (1) 名取　　新 (1) 岡部　将也 (1) 渡邉　拓未 (1) 小澤　和実 (1) 佐野　舜恭 (1)

奈良光洋 (1) 大塩　智也 (1) 米山　大貴 (1) 池田　海人 (1) 仲嶋　大貴 (1) 辺見  崇明 (1) 林  雷 (1) 薄井　亮 (1)

窪田　壌 (1) 澤登　大河 (1) 小澤　辰海 (1) 内田　健斗 (1) 小宮山　優生 (1) 岡部　颯 (1) 葛窪  潤也 (1) 深澤　博 (1)

11 共通 ４×１００ｍ 敷島 45.84 石和 46.30 田富 46.94 高根 47.19 甲府南 47.29 白根巨摩 47.87 増穂 48.01 甲府南西 48.46

村松　裕太 (3) 雨宮　功樹 (2) 大谷　琢磨 (3) 村川  章太郎 (3) 沢田　優太郎 (2) 南部　敬介 (3) 須賀　健太 (3) 早田　宏大 (3)

淀川　剣矢 (3) 丸山　輝明 (3) 山田　候輔 (3) 原　佑輔 (2) 横谷　真人 (3) 飯野　一静 (3) 北村　明豊 (3) 原　郁哉 (3)

小島　一樹 (3) 小幡　慎司 (3) 小林　拓史 (2) 高橋  直人 (3) 越石　翔太 (3) 鈴木　優太 (3) 溝口　岳 (3) 岸本　陸 (3)

城之内　龍也 (3) 小田　遼太 (2) 塩田　隼也 (3) 名取　柊 (3) 窪田　悠介 (2) 飯野　広夢 (3) 浦川　マーク (3) 原　麗 (2)

10 共通 走高跳 塩澤　大輔 (3) 1m75 飯野　広夢 (3) 1m70 澤登　芳秋 (3) 1m70 秋山　智哉 (2) 1m65 植田  洋輝 (3) 1m65 大谷　琢磨 (3) 1m65 浦川　マーク (3) 1m60 一ノ宮　光 (3) 1m55

甲西 白根巨摩 笛川 無効試技差 白根巨摩 高根 無効試技差 田富 無効試技差 増穂 上野原

渡辺　祥治 (3) 1m55

玉穂

近藤　亮 (2) 1m55

甲西

10 共通 棒高跳 中澤　慶翼 (3) 3m00 江添　大空 (3) 2m80 小島　良太郎 (3) 2m60 加藤　真嵩 (2) 2m60 保坂　　　響 (2) 2m40 前澤　直人 (2) 2m20

櫛形 八田 塩山 櫛形 押原 玉幡

普久原  竜二 (2) 2m40 島田　隆成 (3) 2m20

八田 上条

芳賀　翔 (2) 2m40

塩山

10 １年 走幅跳 小宮山　優生 (1) 5m27 林  雷 (1) 5m11 笹本　悠太 (1) 5m01 岡部　将也 (1) 4m99 佐野　郁弥 (1) 4m96 奈良光洋 (1) 4m96 上田　優生 (1) 4m87 山崎　翼 (1) 4m87

高根 (-0.4) 長坂 (+1.3) 白根巨摩 (+1.1) 高根 (+1.1) 田富 (-1.0) 石和 (+0.8) 上野原西 (+2.3) 石和 (-0.1)

11 共通 走幅跳 藤本　聖哉 (3) 6m08 黒江　太樹 (3) 5m88 山下　黎 (2) 5m66 中込　健太 (2) 5m65 有泉　京太朗 (3) 5m65 大澤　亮太 (3) 5m61 古屋　力 (3) 5m59 宮原　正成 (2) 5m57

猿橋 (0.0) 上条 (+0.1) 石和 (+0.2) 増穂 (+0.6) 櫛形 (+0.7) 笛川 (0.0) 小菅 (0.0) 玉幡 (0.0)

11 共通 砲丸投 西中山　創 (3) 11m70 和田  賢才 (3) 10m56 三神　　徹 (2) 10m49 横内　章裕 (3) 10m43 名取　義紀 (3) 10m35 平田　　巧 (2) 10m18 雨宮　圭祐 (3) 9m51 清水  大暉 (3) 9m34

甲府北 高根 玉幡 櫛形 若草 玉幡 塩山北 高根

10,11 共通 四種競技 鈴木　優太 (3) 2106点 浦川　マーク (3) 2076点 鷹野　希郷 (3) 1955点 名取　利紘 (3) 1743点 飯久保　明洋 (2) 1519点 山本　宗太郎 (2) 1446点 内藤　祐貴 (2) 1427点 名取　佳輝 (3) 1164点

白根巨摩 増穂 明野 八田 櫛形 塩山 櫛形 若草

16.50-10m10-1m50-56.28 16.79-9m15-1m60-56.74 17.39-8m14-1m60-56.70 18.22-10m35-1m45-1:00.95 17.30-7m58-1m45-1:05.96 18.60-6m82-1m40-1:01.50 18.55-7m21-1m35-1:01.89 20.69-5m35-1m35-1:01.21

櫛形 76点 白根巨摩 37点 高根 37点 甲府北 33点 石和 33点 田富 26点 若草 25点 山梨大附 24点

共通１５００ｍ　上田健太（甲府北３年）が予選で4:06.13　全日中標突、大会新

記録主任 吉澤　直樹 印

最優秀選手 上田健太（甲府北３年）　共通３０００ｍ決勝１位9:00.11（標突）、共通１５００ｍ決勝１位4:15.34（予選4:06.13で標突） 総　　務 保坂　一仁 印

審 判 長 鈴木　正一 印

５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位

学校名・得点

[ ◎：全中標突 NYJ:県中学新記録 NGR:大会新記録 EGR:大会タイ記録 TK:着差あり   ]
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女子 平成２２年度　第５６回全日本中学校通信陸上競技大会　山梨県大会　兼　第６５回国民体育大会予選会 平成２２年７月１０日（土）、１１日（日）

甲府市：小瀬スポーツ公園陸上競技場

日付 種目

11 １年 １００ｍ 小松　さくら (1) 13.23 雨宮  利奈 (1) 13.42 宮川　凛子 (1) 14.03 吉田　未来 (1) 14.06 原田　夏帆 (1) 14.11 深澤　葉月 (1) 14.18 野田　ゆかり (1) 14.19 中込　早恵 (1) 14.29

石和 (-0.8) 塩山 (-0.8) 玉穂 (-0.8) 上条 (-0.8) 増穂 (-0.8) 増穂 (-0.8) 山梨北 (-0.8) 白根巨摩 (-0.8)

11 ２年 １００ｍ 田中　璃瑚 (2) 13.22 飯寄　由季 (2) 13.33 大木　麻耶 (2) 13.56 斉藤　なつみ (2) 13.59 藤本　真優 (2) 13.63 宮澤　佑季 (2) 13.81 望月　愛美 (2) 13.83 功刀　瀬奈 (2) 13.94

石和 (0.0) 若草 (0.0) 櫛形 (0.0) 白根巨摩 (0.0) 城南 (0.0) 甲府西 (0.0) 甲府南 (0.0) 櫛形 (0.0)

11 ３年 １００ｍ 寺本　有那 (3) 12.63 大神田　南海 (3) 12.82 柏木　真央 (3) 13.05 武川　沙織 (3) 13.38 白倉　水希 (3) 13.56 水野　すみれ (3) 13.61 竹野　芙紀 (3) 13.80 小川　詩織 (3) 13.82

石和 (-0.2) 上野原西 (-0.2) 下吉田 (-0.2) 韮崎西 (-0.2) 八田 (-0.2) 石和 (-0.2) 若草 (-0.2) 駿台甲府 (-0.2)

11 共通 ２００ｍ 柏木　真央 (3) 26.88 山岸　花陽 (2) 28.07 望月　愛美 (2) 28.36 河合　希 (3) 28.42 原田　真衣 (3) 28.66 世古口聖花 (3) 28.70 竹野　芙紀 (3) 28.71 小河内　雅子 (3) 28.75

下吉田 (-0.1) 櫛形 (-0.1) 甲府南 (-0.1) 甲府南 (-0.1) 増穂 (-0.1) 城南 (-0.1) 若草 (-0.1) 増穂 (-0.1)

11 １年 ８００ｍ 植竹　美里 (1) 2:26.85 名取　万智 (1) 2:28.44 渡邉　眞里子 (1) 2:29.93 宮城　佳歩 (1) 2:29.95 仲田　　萌 (1) 2:31.80 大瀧 有沙 (1) 2:31.92 芦沢　まどか (1) 2:32.39 坂本真愛 (1) 2:34.51

押原 GR 櫛形 御坂 八田 玉幡 城南 御坂 山梨北

11 共通 ８００ｍ 坂本　寿美佳 (3) 2:19.94 野田　友梨花 (3) 2:21.38 林   安優 (2) 2:21.72 保延　真実 (3) 2:23.48 早川　実沙 (3) 2:25.59 保坂　唯 (2) 2:25.60 半田　笑花 (3) 2:25.97 小田切　美優 (2) 2:26.41

須玉 櫛形 城南 八田 櫛形 浅川 双葉 八田

10 共通 １５００ｍ 坂本　寿美佳 (3) 4:47.40 野田　友梨花 (3) 4:50.84 早川　実沙 (3) 4:54.64 畠山　実弓 (2) 4:54.80 原　悠梨佳 (2) 5:00.20 保延　真実 (3) 5:02.97 小田切　美優 (2) 5:03.36 半田　笑花 (3) 5:03.37

須玉 櫛形 櫛形 若草 韮崎西 八田 八田 双葉

11 共通 １００ｍＨ 村上　史奈 (3) 15.21 加賀美　蘭 (3) 15.86 勝俣　美空 (2) 16.02 深沢　果夏 (3) 16.44 米長　輝 (3) 16.56 野中　南歩 (2) 16.58 内藤　真実 (3) 17.05 新海　鈴美 (3) 17.16

櫛形 (+0.1) 甲府南 (+0.1) 猿橋 (+0.1) 櫛形 (+0.1) 若草 (+0.1) 八田 (+0.1) 田富 (+0.1) 双葉 (+0.1)

11 １年 ４×１００ｍ 玉穂 56.38 御坂 57.12 櫛形 57.45 双葉 57.68 玉幡 57.92 高根 59.83 田富 59.88

藤巻　祐香里 (1) 風間　万里 (1) 浜崎　菜奈 (1) 井口　未真菜 (1) 米長　咲希 (1) 小泉　りえ (1) 井上　萌花 (1)

鈴木　愛 (1) 芦沢　まどか (1) 杉山　夢実 (1) 小林　未乃 (1) 望月　美玖 (1) 三井　玲 (1) 石井　七海 (1)

田島　麻由奈 (1) 山縣 梢 (1) 河野　昌美 (1) 志村　亜美 (1) 高木　花奈子 (1) 森澤　友貴 (1) 椚　くる美 (1)

宮川　凛子 (1) 渡邉　眞里子 (1) 山下  恵乃 (1) 樋口　美波 (1) 仲田　　萌 (1) 柏倉　悠起奈 (1) 樋口　希良莉 (1)

11 共通 ４×１００ｍ 櫛形 52.10 甲府南 52.17 若草 52.19 白根巨摩 52.95 城南 53.03 八田 53.42 石和 55.60 上野原西 57.88

相川　礼夏 (2) 地場　彩花 (2) 伊藤　未希 (3) 川野　南緒 (2) 林   安優 (2) 増田　美奈子 (2) 水野　すみれ (3) 佐々木　綾音 (3)

大木　麻耶 (2) 加賀美　蘭 (3) 竹野　芙紀 (3) 斉藤　なつみ (2) 藤本　真優 (2) 野中　南歩 (2) 寺本　有那 (3) 大神田　南海 (3)

山岸　花陽 (2) 河合　希 (3) 石川　愛梨 (2) 中丸　亜香里 (3) 中澤 美結 (2) 大久保　葉月 (2) 田中　璃瑚 (2) 藏重　泉美 (3)

村上　史奈 (3) 望月　愛美 (2) 飯寄　由季 (2) 長谷部　いずみ (3) 世古口聖花 (3) 白倉　水希 (3) 小松　さくら (1) 小柳　里織 (3)

11 共通 走高跳 有泉　真莉 (3) 1m54 鈴木　葉子 (2) 1m45 清水　栄里華 (1) 1m40 深美　優 (2) 1m40 増田　美奈子 (2) 1m35 小田切　薫 (3) 1m35

玉穂 大月東 甲府南 上条 無効試技差 八田 高根

山田　美樹 (3) 1m35

甲府北西

上田　万智 (3) 1m35

櫛形

11 １年 走幅跳 雨宮  利奈 (1) 5m09 剱持  クリア (1) 4m99 五味　梨緒奈 (1) 4m44 衣川　佳奈 (1) 4m32 野田　ゆかり (1) 4m30 小林　里帆 (1) 4m28 宮川　依里 (1) 4m17 望月　美玖 (1) 4m16

塩山 (+1.7) 山梨南 (+1.4) 山梨北 (+1.2) 駿台甲府 (+1.1) 山梨北 (+0.8) 田富 (+1.2) 上条 (+1.2) 玉幡 (+0.6)

10 共通 走幅跳 加賀美　蘭 (3) 5m21 長谷部　いずみ (3) 5m20 伊藤　里紗 (3) 4m96 名取　愛佳 (3) 4m92 近藤  祐未 (2) 4m89 藤本 真優 (2) 4m86 相川　礼夏 (2) 4m76 佐々木　綾音 (3) 4m72

甲府南 (-1.6) 白根巨摩 (-0.9) 玉幡 (+0.1) 若草 (+0.9) 塩山 (0.0) 城南 (+0.2) 櫛形 (+0.4) 上野原西 (+0.5)

10 共通 砲丸投 河西　真希 (3) 10m49 窪松  里紗 (3) 10m45 金丸　茉由 (3) 10m12 澤登　裕佳 (2) 9m72 田川　奈央 (3) 9m65 小宮山  真希 (2) 9m62 宮里　夢乃 (3) 9m38 依田  紋奈 (3) 9m06

若草 塩山 櫛形 笛川 玉幡 田富 早川 甲西

10,11 共通 四種競技 田村　優実 (3) 2015点 米長　輝 (3) 1941点 河西　真希 (3) 1788点 内藤　真実 (3) 1755点 山縣　真理 (3) 1739点 宮澤　綾香 (3) 1658点 金丸　茉由 (3) 1600点 小澤　真里奈 (3) 1542点

敷島 若草 若草 田富 塩山 敷島 櫛形 早川

16.71-1m35-6m73-28.31 16.48-1m30-7m44-29.58 18.16-1m15-10m68-30.09 17.16-1m25-6m75-29.77 17.63-1m30-6m68-29.92 18.42-1m25-8m05-30.47 20.90-1m25-10m03-30.06 18.36-1m25-6m66-30.94

櫛形 85点 若草 52点 甲府南 41点 塩山 30点 石和 29点 八田 29点 城南 23点 玉穂 22点

共通走幅跳　加賀美蘭（甲府南３年）が予選で5m31(+0.6)　全日中標突

記録主任 吉澤　直樹 印

最優秀選手 加賀美蘭（甲府南３年）　共通走幅跳決勝１位5m21（予選で5m31標突）、共通１００ｍＨ決勝２位15.86 総　　務 保坂　一仁 印

審 判 長 鈴木　正一 印

学校名・得点

５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位

[ ◎：全中標突 NYJ:県中学新記録 NGR:大会新記録 EGR:大会タイ記録 TK:着差あり   ]
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