


コンディション情報

大会総務 中沢　一仁 トラック審判長 半田　昌一

跳躍審判長 小俣　宏記 投てき審判長 前田　裕孝

競歩審判長 長坂　正時 招集所審判長 雨宮　建

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

2011/09/10 09:00 晴 29.5 64.0 南南東 0.0 競技場

10:00 晴 31.5 57.0 南南東 0.3

11:00 晴 31.5 57.0 西南西 0.9

12:00 晴 32.5 55.0 西南西 0.8

13:00 晴 35.5 53.0 南南東 0.3

14:00 晴 33.5 52.0 南西 1.3

15:00 晴 33.0 50.0 南南西 2.2

16:00 晴 32.0 55.0 南西 2.0

17:00 晴 31.0 60.0 南南西 1.5

17:40 晴 30.5 63.0 南南西 1.8
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２０１１　山梨陸上グランプリ２ｎｄ 決勝一覧表
グランプリ得点はＡ決勝 山梨中銀スタジアム 平成２３年９月１０日(土)

種目

１００ｍA決勝 雨宮　大昂(3) 11.09 髙須　力樹(1) 11.22 井上　成(2) 11.33 宮野　祐太(1) 11.40 三井　聖也(3) 11.42 遠藤　修平(3) 11.43

風：-1.6 山梨・駿台甲府高 宮崎・都留文科大 山梨・駿台甲府高 山梨・都留文科大 山梨・山梨園芸高 山梨・身延高

１００ｍB決勝 望月　翔太(2) 11.43 前島　凌平(2) 11.50 塩島　広之助(2) 11.53 河村　晴貴(Ｍ２) 11.62 赤池　拓哉(3) 11.71 平野　拓也(3) 11.73 長坂　宏紀(2) 11.83 林　拓己(3) 11.87

風：-2.0 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨英和大 山梨・山梨大 山梨・甲府工高 千葉・上智大 山梨・駿台甲府高 山梨・甲府工高

４００ｍ 雨宮　大良(3) 50.01 望月　勇人(2) 51.10 外所　信崇(4) 51.53 森　義直(1) 52.18 磯野　恵輔(2) 52.31 大久保　勇生(2) 53.03 田草川　裕(1) 53.60 庄司　陽平 53.72

山梨・韮崎高 山梨・学院大附属高 山梨・山梨大 長崎・上智大 山梨・巨摩高 山梨・学院大附属高 山梨・韮崎高 山梨・中央市陸協

１０００ｍ 宇田　峻也(4) 2:33.73 加藤　聡 2:33.95 大森　玲央 2:45.98 伊藤　豪志(2) 2:46.00 程原　圭太(2) 2:46.41 野田　亮太(3) 2:46.93 小栗　宙(1) 2:49.10 齊藤　瑞樹(1) 2:49.87

福井・都留文科大 愛知・トヨタ自動車 山梨・巨摩AC 山梨・甲府西高 山梨・桂高 山梨・駿台甲府高 山梨・桂高 山梨・身延高

１１０ｍＪＨ 横谷　真人(1) 15.21(+1.4) 津田　丈嗣 15.75(+1.4) 飯野　広夢(1) 15.81(-0.3) 内田　智大(1) 16.20(-0.3) 樋川　遼太朗(1) 16.21(+1.4) 志村　太郎(1) 16.60(+1.4) 塩澤　大輔(1) 16.70(+1.4) 武井　槙吾(2) 16.87(+1.4)

山梨・甲府西高 山梨・山梨陸協 山梨・学院大附属高 山梨・甲府西高 山梨・甲府西高 山梨・学院大附属高 山梨・巨摩高 山梨・山梨高

４００ｍＨ 依田　幸裕(3) 54.99 石畑　光(2) 55.39 松田　康平(2) 55.93 末松　裕鏡(2) 56.97 佐野　基(3) 57.08 中村　厚太(3) 58.52 浅川　裕亮(1) 59.20 吹野　大(1) 59.54

山梨・山梨大 山梨・山梨大 山梨・学院大附属高 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・駿台甲府高 山梨・山梨大 山梨・日大明誠高 山梨・学院大附属高

５０００ｍＷ 井上　大地(1) 28:42.88 尾崎　雄大 29:23.88

山梨・身延高 愛知・トヨタ自動車

４×１００ｍＲ 駿台甲府高Ｂ 42.87 相洋高 43.00 駿台甲府高Ａ 43.19 山梨大 43.27 上智大 43.42 山梨学院大学 44.52 甲府工高 44.53 巨摩ＡＣ 44.64

小川　流星 田中　達也 清水　隼人(1) 石畑　光 稲垣　貴大 福島　知宣 中島　健汰 中澤　淳

峯田　幸一(3) 林　大生 前島　凌平 依田　幸裕 平田　雄一 油井　直人 中澤　諒 矢崎　健也

佐野　基 中嶌　祐太 井上　成 河村　晴貴(Ｍ２) 平野　拓也 石井　大翔 望月　雄馬 坂下　慎弥

雨宮　大昂 古口　壮生 長坂　宏紀 外所　信崇 高橋　伸 佐藤　健太 樋口　航大 中田　貴大

棒高跳 望月　雄馬(2) 3m40 田原　俊輔(2) 3m40 中澤　慶翼(1) 3m40 江添　大空(1) 3m10 天羽　航平(3) 2m80

山梨・甲府工高 山梨・甲府西高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・山梨大

渡邊　翔也(2) 2m80

山梨・桂高

走幅跳 赤池　拓哉(3) 6m90(+2.4) 三井　聖也(3) 6m86(+2.2) 疋田　舞弥(3) 6m66(+2.2) 大房　秋臣(1) 6m41(+4.4) 足立　裕紀(1) 6m30(+1.9) 林　拓己(3) 6m28(+3.7) 相山　友希(2) 6m23(+2.0) 樋川　遼太朗(1) 6m12(+1.0)

山梨・甲府工高 山梨・山梨園芸高 山梨・都留文科大 山梨・都留文科大 山梨・都留文科大 山梨・甲府工高 公認6m25(+0.山梨・駿台甲府高 山梨・甲府西高

砲丸投 須田　裕太郎(2) 13m99 村松　克磨(3) 13m73 野村　唯(2) 11m91 横内　章裕(1) 10m30 芦川　祥崇(2) 10m21 古川　周平(2) 9m57 三井　幸夫(2) 9m24 柏木　英明(1) 8m78

6kg 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・学院大附属高 山梨・巨摩高 山梨・身延高 山梨・甲府工高 山梨・韮崎高 山梨・桂高

砲丸投 久保田　泰史(3) 11m41 野田　翔大(1) 10m31 尾崎　圭亮(1) 10m09

7.25kg 山梨・山梨大 山梨・山梨大 山梨・都留文科大

円盤投 須田　裕太郎(2) 36m44 村松　克磨(3) 33m20 仲神　健斗(2) 32m04 西中山　創(1) 31m08 野村　唯(2) 30m43 古川　周平(2) 28m68 古屋　力(1) 28m38 芦川　祥崇(2) 26m32

1.75kg 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・農林高 山梨・学院大附属高 山梨・学院大附属高 山梨・甲府工高 山梨・桂高 山梨・身延高

円盤投 大池　優介(1) 33m88 久保田　泰史(3) 33m15 尾崎　圭亮(1) 32m13

2kg 山梨・都留文科大 山梨・山梨大 山梨・都留文科大
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２０１１　山梨陸上グランプリ２ｎｄ 決勝一覧表
グランプリ得点はＡ決勝 山梨中銀スタジアム 平成２３年９月１０日(土)

種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍA決勝 佐野　夢加 12.25 長倉　由佳 12.51 小澤　詩織(3) 12.97 勝俣　有理(2) 13.13 井上　愛梨(2) 13.23 剱持　早紀(2) 13.28 甘利　渚(2) 13.36 雨宮　咲希(3) 13.51

風：-2.2 山梨・都留文科大職員 静岡・静岡陸協 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・学院大附属高 山梨・巨摩高 山梨・駿台甲府高

１００ｍB決勝 大神田南海(1) 13.28 髙須　知香梨(4) 13.68 原田　真衣(1) 13.74 田中　那実(2) 13.74 橋本　葵(1) 13.89 宮下　ゆい(2) 13.91 大久保　由佳(1) 14.02 小川　詩織(1) 14.06

風：-2.8 山梨・桂高 宮崎・都留文科大 山梨・巨摩高 山梨・学院大附属高 山梨・甲府南高 山梨・富士学苑高 山梨・学院大附属高 山梨・駿台甲府高

４００ｍ 中根　舞(2) 1:00.72 小澤　詩織(3) 1:01.22 矢崎　はるか(2) 1:01.23 柏木　真央(1) 1:02.09 野口　彩夏(1) 1:03.13 宮下　ゆい(2) 1:05.95 山口　真利(1) 1:05.97 横山　啓(2) 1:06.12

山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・桂高 山梨・山梨学院大 山梨・富士学苑高 山梨・都留高 山梨・巨摩高

１０００ｍ 奥脇　莉子(2) 3:19.15 増田　優季(2) 3:21.64 内野　加那(1) 3:23.19 衣川　柚花(2) 3:34.76 山口　知美(1) 3:39.80 小崎　美保(1) 3:44.94 滝嶌　実奈(1) 3:45.28 吉澤　早央里(2) 3:54.21

山梨・桂高 山梨・桂高 山梨・桂高 山梨・桂高 山梨・桂高 山梨・富士学苑高 山梨・塩山高 山梨・増穂商業高

１００ｍＨ 上田　千暁 14.36(-0.9) 塚越　彩(3) 14.54(-0.9) 大神田南海(1) 15.96(-0.9) 小保内　真知(2) 16.42(+0.2) 宮下　若奈(2) 16.57(+0.2) 佐藤　百華(2) 17.54(-1.1) 内藤　真実(1) 17.60(-1.1) 藏重　泉美(1) 18.00(+0.2)

山梨・チームミズノ 山梨・駿台甲府高 山梨・桂高 山梨・甲府南高 山梨・甲府昭和高 山梨・身延高 山梨・甲府昭和高 山梨・都留高

１００ｍＹＨ 村上　史奈(1) 16.18 田村　優実(1) 16.60 深沢　果夏(1) 16.75 山田　美樹(1) 20.13

風：-0.9 山梨・巨摩高 山梨・学院大附属高 山梨・巨摩高 山梨・学院大附属高

４００ｍＨ 勝俣　那々(3) 1:02.11 内田　莉奈(2) 1:04.53 黒谷　めぐみ(2) 1:06.52 小保内　真知(2) 1:07.50 北村　春菜(2) 1:07.69 望月　梓(3) 1:07.73 田村　優実(1) 1:11.72 藏重　泉美(1) 1:13.99

山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・山梨大 山梨・甲府南高 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・学院大附属高 山梨・都留高

５０００ｍＷ 川村　美沙季(2) 29:33.04 權正　智美(1) 32:31.40 望月　晴香(2) 32:45.92 地場　遥香(2) 32:55.04 山田　冬美(1) 36:11.89

山梨・山梨大 山梨・富士河口湖高 山梨・身延高 山梨・笛吹高 山梨・身延高

４×１００ｍＲ 相洋高Ａ 48.04 相洋高Ｂ 48.33 駿台甲府高Ｂ 48.95 巨摩高 49.86 駿台甲府高Ａ 51.39 桂高 51.62 都留高 52.97 甲府南高 53.39

馬場　紅海 藤江　睦美 雨宮　咲希 井上　愛梨 三枝　阿弥(2) 大神田 南海 井上　和 竹田　有里

杉山　遥香 中村　有里 小澤　詩織 勝俣　有理 中根　舞 柏木　真央 小柳　里織 橋本　葵

横山　紫穂 菊池　瑠依奈 勝俣　那々 甘利　　渚 北村　春菜 蔦木　望都 小俣　友梨恵 大澤　いくみ

矢島　有里子 久家　由貴奈 塚越　彩 内田　莉奈 小川　詩織 小山　沙緒理 藏重　泉美 小保内　真知

棒高跳 小林　翠(3) 2m80

山梨・山梨大

走幅跳 剱持　早紀(2) 5m75(+2.1) 柏木　真央(1) 5m34(+1.3) 佐藤　綾(2) 5m11(+1.0) 岡野　葉月(3) 5m11(+1.0) 長谷部　いずみ(1) 5m10(+0.7) 髙須　美由紀(2) 4m87(+1.3) 田中　結(2) 4m86(+0.7) 小林　未加子(2) 4m66(+1.8)

山梨・学院大附属高 山梨・桂高 山形・都留文科大 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 宮崎・都留文科大 山梨・巨摩高 山梨・富士河口湖高

砲丸投 石川　果歩(1) 8m64 柏木　玖美(2) 8m58 大久保　由佳(1) 8m30 金丸　茉由(1) 8m17 勝俣　藤香(2) 7m62 白鳥　里穂(2) 7m39 宮澤　綾香(1) 7m31 小林　えり佳(2) 7m17

山梨・身延高 山梨・都留高 山梨・学院大附属高 山梨・甲府昭和高 山梨・桂高 山梨・都留高 山梨・東海大甲府高 山梨・桂高

円盤投 杉山　愛海(2) 33m96 小高　郁恵(3) 31m38 長澤　のぞみ(2) 27m28 小林　えり佳(2) 26m73 勝俣　藤香(2) 25m58 柏木　玖美(2) 23m49 石川　果歩(1) 22m43 衣川　沙希(1) 21m62

山梨・学院大附属高 山梨・都留文科大 山梨・巨摩高 山梨・桂高 山梨・桂高 山梨・都留高 山梨・身延高 山梨・都留高
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２０１１　山梨陸上グランプリ２ｎｄ 決勝一覧表
グランプリ得点はＡ決勝 山梨中銀スタジアム 平成２３年９月１０日(土)

種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍ 渡邊　黎旺(3) 11.94(-1.3) 樋口　景(3) 12.17(-1.7) 安田　壮太(2) 12.33(-1.3) 三枝　郁也(3) 12.35(-1.7) 荻野　慧人(3) 12.41(-1.3) 鮎沢　賢介(2) 12.81(-1.7) 宮田　健登(3) 12.94(-1.7) 窪田　雄大(2) 13.29(-1.3)

山梨・大国陸上クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・未来の森ＡＣ

４００ｍ 樋口　景(3) 55.16 荻野　慧人(3) 55.61 安田　壮太(2) 57.54 石川　稜(2) 59.56

山梨・未来の森ＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ

１０００ｍ 藤巻　輝(2) 2:44.76 石川　稜(2) 3:07.47 早川　青空(2) 3:29.17 榊　碧人(1) 3:31.62

山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・富士学苑中 山梨・富士学苑中

１１０ｍＨ 出場者なし

１１０ｍＪＨ 出場者なし

４×１００ｍＲ 出場チームなし

棒高跳 出場者なし

走幅跳 三枝　郁也(3) 5m89(+2.6) 宮田　健登(3) 5m31(+0.3)

山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ

砲丸投 出場者なし

１００ｍ 藤本　真優(3) 13.87 小林　加奈(3) 14.29 島田　梨沙(1) 14.52 中澤　美結(3) 14.69 河野　さくら(1) 15.07

風：-0.9 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ

４００ｍ 林　安優(3) 1:04.64

山梨・大国陸上クラブ

１０００ｍ 林　安優(3) 3:11.68 大滝　有沙(2) 3:15.15 小林　真和(1) 3:15.95 林　輝(2) 3:16.31 大澤　侑愛(1) 3:22.23 青柳　美空(1) 3:25.64 中野　あゆみ(2) 3:28.79 望月　槙(3) 3:29.77

山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・北東中 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ

１００ｍＨ 河野　さくら(1) 17.88 清水　彩可(2) 18.25 代永　妃那(2) 18.30 衣川　佳奈(3) 19.32

風：-1.1 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・ナカムラAC

４×１００ｍＲ 大国陸上クラブA 54.83 大国陸上クラブB 57.56 大国陸上クラブC 58.37

中澤　美結 代永　妃那 塩谷　梓

小林　加奈 林　輝 島田　梨沙

林　安優 中野　あゆみ 河野　さくら

藤本　真優 大滝　有沙 清水　彩可(2)

棒高跳 出場者なし

走幅跳 藤本　真優(3) 5m17(+1.4) 衣川　佳奈(3) 4m56(+1.8) 中澤　美結(3) 4m36(+1.9) 代永　妃那(2) 4m33(+3.4) 島田　梨沙(1) 4m22(+1.6) 塩谷　梓(1) 3m90(+1.8)

山梨・大国陸上クラブ 山梨・ナカムラAC 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ

砲丸投 出場者なし

男
子

女
子

中
学

中
学

[ YH:県高校記録／TK:着差あり ]
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２０１１　山梨陸上グランプリ２ｎｄ 決勝一覧表
グランプリ得点はＡ決勝 山梨中銀スタジアム 平成２３年９月１０日(土)

種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍA決勝 野村　涼(6) 12.71 廣瀬　錬哉(6) 12.77 土屋　拓斗(6) 13.33 今井　貫人(6) 14.00 日原　翔夢(6) 14.10 坂本　壮平(5) 14.17 武藤　勝一(6) 14.29 川和田　龍聖(6) 14.40

風：-1.8 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・中村塾 山梨・ナカムラAC 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・中村塾 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・大国陸上クラブ

１００ｍB決勝 石原　巧(6) 14.43 羽入田　直斗(6) 14.60 雨宮　健仁(6) 14.66 髙坂　佳希(6) 14.73 水上　陽仁(5) 14.94 塚田　海澪(5) 15.08 樋口 壮人(6) 15.11 伊藤 裕哉(6) 15.18

風：-1.8 山梨・北西陸上クラブ 山梨・大月AC 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・大月AC 山梨・中村塾 山梨・中村塾 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ

１０００ｍ 望月 悠斗(6) 3:12.63 藤巻　天(6) 3:14.06 岩瀬　大周(6) 3:14.59 橘田　大河(5) 3:14.77 森田　克馬(4) 3:19.83 日原　翔夢(6) 3:21.26 内藤　　 丈(6) 3:24.37 土屋　雅也(5) 3:26.40

山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・中村塾 山梨・中村塾 山梨・一宮陸上スポ少

８０ｍＨ 日原　翔夢(6) 13.46(+0.1) 今井　貫人(6) 13.66(+0.1) 髙坂　佳希(6) 14.96(+0.1) 小林　和樹(6) 15.16(+1.0) 羽入田　直斗(6) 15.39(+1.0) 若杉　寛幸(6) 15.56(+0.1) 窪田　冠太(5) 17.74(+1.0) 水上　陽仁(5) 17.99(+1.0)

山梨・中村塾 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・大月AC 山梨・大月AC 山梨・大月AC 山梨・中村塾 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・中村塾

４×１００ｍＲ 未来の森ＡＣ 53.87 中村塾Ａ 54.26 大月AC 58.24 ナカムラAC 58.45 南アＡＣ　Ａ 58.62 大国陸上クＡ 59.21 中村塾Ｂ 1:00.30 北西陸上Ａ 1:01.30

野村　涼 内藤　　 丈 小林　和樹 志村　一成 樋口 壮人 藤巻　天 大村　拓矢 山田　駿

坂本　壮平 廣瀬　錬哉 髙坂　佳希 村松　由翔 内藤 悠稀 藤本　真生 塚田　海澪 石原　巧

武藤　勝一 若杉　寛幸 小林　大雅 寺戸　翼 望月 悠斗 岩瀬　大周 岩崎　世那 荻野　恭輔

今井　貫人 日原　翔夢 羽入田　直斗 土屋　拓斗 伊藤 裕哉 川和田　龍聖 水上　陽仁 飯村　蓮

走幅跳 野村　涼(6) 4m56(0.0) 若杉　寛幸(6) 4m31(+2.3) 伊藤 裕哉(6) 4m12(+1.3) 川和田　龍聖(6) 4m09(+1.1) 羽入田　直斗(6) 3m99(+0.9) 藤井 佑成(4) 3m66(+1.3) 内藤　萌(5) 3m63(+1.8) 藤本　真生(6) 3m59(0.0)

山梨・未来の森ＡＣ 山梨・中村塾 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大月AC 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ

１００ｍA決勝 佐藤　里奈(6) 14.62 小池　知穂(6) 14.70 雨宮　珠麻(6) 14.81 飯島　しおん(5) 15.04 小川　奈恵(6) 15.13 飯田麻里愛(6) 15.26 笹本 みなみ(6) 15.38 野田 穂乃花(6) 15.61

風：-2.1 山梨・中村塾 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・中村塾 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・中村塾 山梨・中村塾 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ

１００ｍB決勝 山口　華枝(5) 15.12 赤沢 広美(6) 15.39 中澤　瑠菜(6) 15.51 工藤　楓(6) 15.59 飯島　理子(5) 15.60 板楠　千尋(6) 15.64 岩浅　優花(5) 15.76 坂口 莉緒(5) 15.91

風：+0.7 山梨・大国陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・北西陸上クラブ 山梨・北西陸上クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・北西陸上クラブ 山梨・一宮陸上スポ少 山梨・南アルプスＡＣ

１０００ｍ 飯島　理子(5) 3:26.37 小川　奈恵(6) 3:28.28 大澤　真由(5) 3:28.76 小田切 愛優(6) 3:30.30 堀内　璃々子(6) 3:31.59 羽田 麗子(6) 3:35.24 龍澤　遥(6) 3:46.34 名取 万記歩(4) 3:47.94

山梨・未来の森ＡＣ 山梨・中村塾 山梨・相川小 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・南アルプスＡＣ

８０ｍＨ 佐藤　里奈(6) 14.52(+0.7) 飯田麻里愛(6) 14.64(+0.7) 板楠　千尋(6) 14.78(+0.7) 菊嶋　夏帆(6) 15.76(-3.0) 工藤　楓(6) 15.79(-3.0) 山崎　南津那(5) 15.90(+0.7) 小田切 愛優(6) 16.78(+0.7) 小川　奈恵(6) 18.16(-3.0)

山梨・中村塾 山梨・中村塾 山梨・北西陸上クラブ 山梨・ナカムラAC 山梨・北西陸上クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・中村塾

４×１００ｍＲ 中村塾 58.04 南アルプスＡＣ A 1:00.11 大国陸上クラブA 1:00.40 北西陸上Ａ 1:01.40 一宮スポ少Ａ 1:03.39 南アルプスＡＣ B 1:03.58 ナカムラAC 1:03.70 白根東AC　Ａ 1:04.79

飯田麻里愛 赤沢 広美 南堀　知夏 三浦　七海 上野 優里果 相原 咲良 伊藤　有花 甘利　妃那

小川　奈恵 笹本 みなみ 山口　華枝 中澤　瑠菜 小池 知穂 坂口 莉緒 菊嶋　夏帆 名取　澪

雨宮　珠麻 野田 穂乃花 萱沼　結衣 板楠　千尋 酒井 保奈実 松岡 実玖 市ノ瀬　亜弥 打川　真由

佐藤　里奈 青柳 波留 小林　ミユ 工藤　楓 岩浅 優花 三吉 南緒 岩間　三咲 雨宮　凜果

走幅跳 雨宮　珠麻(6) 4m27(+1.8) 笹本 みなみ(6) 4m25(+2.5) 野田 穂乃花(6) 3m87(+1.7) 工藤　楓(6) 3m83(+0.8) 南堀　知夏(6) 3m82(+1.8) 山崎　南津那(5) 3m81(+0.4) 小川　奈恵(6) 3m81(+1.8) 赤沢 広美(6) 3m70(+0.6)

山梨・中村塾 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・南アルプスＡＣ 山梨・北西陸上クラブ 山梨・大国陸上クラブ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・中村塾 山梨・南アルプスＡＣ

男
子

女
子

小
学
生

[ YH:県高校記録／TK:着差あり ]



一般・高校男子100m

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YH)      10.44     寺本　元(都留高)                      1993

予選 18組0着＋16

1組 風:-1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 1 611 雨宮　大昂(3) ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛﾀｶ 山梨 駿台甲府高 11.17 q
2 7 3864 髙須　力樹(1) ﾀｶｽ ﾘｷ 宮崎 都留文科大 11.31 q
3 3 711 濱崎　敬一(3) ﾊﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 山梨 日大明誠高 11.37 q
4 5 628 前島　凌平(2) ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 駿台甲府高 11.49 q
5 6 4859 塩島　広之助(2) ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ 山梨 山梨英和大 11.54 q
6 4 2137 河村　晴貴(Ｍ２) ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨 山梨大 11.65 q

2 2593 稲垣　貴大(3) ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東京 上智大 DNS
8 3735 中田　貴大 ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨 巨摩AC DNS

2組 風:-1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 27 伊藤　純一 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 ＡＳ市川 11.34 q
2 2 624 井上　成(2) ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 駿台甲府高 11.38 q
3 6 3535 望月　翔太(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 山梨 未来の森ＡＣ 11.47 q
4 1 3737 中澤　淳 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 山梨 巨摩AC 11.68
5 4 4024 田中　賢司 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨 リコージャパン 11.70
6 7 2605 高橋　伸(2) ﾀｶﾊｼ ｼﾝ 神奈川 上智大 11.77
7 8 601 清水　隼人(1) ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 駿台甲府高 11.98

3 299 内田　智也(2) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩高 DNS

3組 風:-0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 3865 宮野　祐太(1) ﾐﾔﾉ ﾕｳﾀ 山梨 都留文科大 11.41 q
2 3 350 石井　大翔(3) ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 山梨 学院大附属高 11.75
3 5 45 雨宮　大良(3) ｱﾒﾐﾔ　ﾀｲﾗ 山梨 韮崎高 11.77
4 2 2586 吉田　佳祐(4) ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 神奈川 上智大 11.93
5 7 633 小幡　慎司(1) ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 学院大附属高 11.99
6 8 3731 矢崎　健也 ﾔｻﾞｷ ｹﾝﾔ 山梨 巨摩AC 12.08
7 4 545 岩田　裕矢(2) ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨 富士河口湖高 12.12
8 1 350 佐野　圭汰(2) ｻﾉ ｹｲﾀ 山梨 身延高 12.18

4組 風:+0.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 2599 平野　拓也(3) ﾋﾗﾉ ﾀｸﾔ 千葉 上智大 11.54 q
2 1 2121 早川　純一(3) ﾊﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨 山梨大 11.68
3 4 613 小川　流星(3) ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 山梨 駿台甲府高 11.70
4 2 807 土橋　知弥(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩高 11.74
4 6 204 淀川　剣矢(1) ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ 山梨 甲府昭和高 11.74
6 7 256 深澤　勇飛(2) ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 巨摩高 11.82
7 3 2600 堀内　一貴(3) ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞｷ 神奈川 上智大 11.84
8 8 853 白須　愁(1) ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨 都留高 11.87

5組 風:-0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 12586 小西　優 ｺﾆｼ ﾕｳ 神奈川 横須賀陸協 11.67
2 5 619 峯田　幸一(3) ﾐﾈﾀ ｺｳｲﾁ 山梨 駿台甲府高 11.71
3 4 5235 平田　雄一(1) ﾋﾗﾀ ﾕｳｲﾁ 千葉 上智大 11.71
4 7 2614 牧野　佑哉(2) ﾏｷﾉ ﾕｳﾔ 東京 上智大 11.90
5 2 129 大川　拓郎(2) ｵｵｶﾜ ﾀｸﾛｳ 山梨 甲府南高 12.32
6 1 819 丸山　輝明(1) ﾏﾙﾔﾏ　ﾃﾙｱｷ 山梨 笛吹高 12.35
7 8 823 越石　翔太(1) ｺｼｲｼ　ｼｮｳﾀ 山梨 笛吹高 12.48
8 6 127 岩下　浩章(2) ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 山梨 甲府南高 12.55

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 11:00 予選

9月10日 15:45 決勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YH)      10.44     寺本　元(都留高)                      1993

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 11:00 予選

9月10日 15:45 決勝

6組 風:-0.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 1530 矢ヶ崎　哲夫 ﾔｶﾞｻｷ ﾃﾂｵ 山梨 甲府市陸協 11.79
2 5 347 福島　知宣(4) ﾌｸｼﾏ ﾄﾓﾉﾌﾞ 山梨 学院大附属高 11.81
3 3 128 土橋　陽一朗(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山梨 甲府南高 11.84
4 6 852 須森　祥希(2) ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨 都留高 11.93
5 2 298 内田　真司(2) ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 山梨 巨摩高 12.07
6 1 862 名取　廣(1) ﾅﾄﾘ ｺｳ 山梨 甲府南高 12.39
7 7 134 原　郁哉(1) ﾊﾗ ﾌﾐﾔ 山梨 甲府南高 12.46

8 594 望月　伸一郎(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山梨 富士北稜高 DNS

7組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 130 小澤　彰誉(2) ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 甲府南高 11.97
2 7 262 堀内　亮佑(1) ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨 巨摩高 12.15
3 2 623 石堂　駿(2) ｲｼﾄﾞｳ ｼｭﾝ 山梨 駿台甲府高 12.25
4 3 27 入戸野　晴彦(1) ﾆｯﾄﾉ　ﾊﾙﾋｺ 山梨 韮崎高 12.27
5 8 218 渡邊　晶(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 山梨 甲府昭和高 12.35
6 6 106 山本　準也(1) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 甲府西高 12.36

1 142 伊藤　真一(1) ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 山梨 甲府南高 DNS
4 854 安藤　浩平(1) ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 山梨 都留高 DNS

8組 風:-1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 8 629 斉藤　一真(2) ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山梨 駿台甲府高 11.68
2 3 4075 佐藤　健太(1) ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 山梨 山梨学院大 11.97
3 2 103 吉村　晴海(1) ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙｶ 山梨 甲府西高 12.25
4 7 810 伊藤　拓哉(2) ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 山梨 巨摩高 12.27
5 5 2602 横山　健太(3) ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 千葉 上智大 12.39
6 1 861 小林　秀(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 山梨 甲府南高 12.59
7 4 816 深澤　拓夢(2) ﾌｶｻﾜ　ﾀｸﾑ 山梨 笛吹高 12.87

6 1715 藤輪　翔大(2) ﾌｼﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 兵庫 都留文科大 DNS

9組 風:-1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 2 859 角田　優人(1) ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 山梨 甲府南高 11.85
2 4 251 田中　孝太(2) ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 山梨 巨摩高 12.09
3 3 5023 油井　直人(1) ﾕｲ ﾅｵﾄ 山梨 山梨学院大 12.15
4 7 873 石原　駿人(1) ｲｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 山梨 学院大附属高 12.19
5 8 321 依田　尚彌(1) ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ 山梨 増穂商業高 12.20
6 1 450 石原　宙(2) ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 山梨 都留高 12.27
7 5 105 五味　永行(1) ｺﾞﾐ ﾅｶﾞﾕｷ 山梨 甲府西高 12.66
8 6 359 近藤　保(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾓﾂ 山梨 身延高 13.13

10組 風:-0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 370 遠藤　修平(3) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨 身延高 11.40 q
2 8 384 三井　聖也(3) ﾐﾂｲ ｾｲﾔ 山梨 山梨園芸高 11.46 q
3 6 627 長坂　宏紀(2) ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 駿台甲府高 11.58 q
4 1 2611 安藤　佳祐(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 千葉 上智大 12.00
5 2 449 臼井　正博(2) ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨 都留高 12.29
6 4 818 高野　俊作(2) ﾀｶﾉ　ｼｭﾝｻｸ 山梨 笛吹高 12.39
7 3 26 山本　健史(1) ﾔﾏﾓﾄ　ｹﾝｼﾞ 山梨 韮崎高 12.40
8 5 253 松土　光男(2) ﾏﾂﾄﾞ ﾐﾂｵ 山梨 巨摩高 12.47

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YH)      10.44     寺本　元(都留高)                      1993

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 11:00 予選

9月10日 15:45 決勝

11組 風:+0.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 2 487 杉本　昴士(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨 桂高 11.67
2 1 100 内田　智大(1) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 甲府西高 11.72
3 8 612 井上　智仁(3) ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾄ 山梨 駿台甲府高 11.73
4 4 821 城之内　龍也(1) ｼﾞｮｳﾉｳﾁ　ﾀﾂﾔ 山梨 笛吹高 11.77
5 3 269 須賀　健太(1) ｽｶﾞ ｹﾝﾀ 山梨 巨摩高 12.49
6 5 317 長澤　友希(2) ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾓｷ 山梨 増穂商業高 12.81
7 6 595 磯　利季也(1) ｲｿ ﾘｷﾔ 山梨 富士北稜高 14.01

7 4414 渡邊　洋平(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 山梨 山梨大 DNS

12組 風:-1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 2 177 赤池　拓哉(3) ｱｶｲｹ ﾀｸﾔ 山梨 甲府工高 11.64 q
2 3 205 土谷　友亮(1) ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 山梨 甲府昭和高 12.18
3 5 544 松浦　淳之介(2) ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 山梨 富士河口湖高 12.36
4 7 448 白鳥　智彰(2) ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓｱｷ 山梨 都留高 12.48
5 1 316 若林　直人(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 山梨 増穂商業高 12.83
6 6 615 高野　浩斗(3) ﾀｶﾉ ﾋﾛﾄ 山梨 駿台甲府高 12.88
7 4 631 西中山　創(1) ﾆｼﾅｶﾔﾏ ｿｳ 山梨 学院大附属高 13.03
8 8 863 田中　徳真(1) ﾀﾅｶ ﾄｸﾏ 山梨 甲府南高 13.32

13組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 347 遠藤　佳祐(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 身延高 11.83
2 1 504 西谷　卓巳(2) ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨 桂高 12.18
3 3 360 鍋田　茅洋(1) ﾅﾍﾞﾀ ﾁﾋﾛ 山梨 身延高 12.67
4 6 270 溝口　岳(1) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 山梨 巨摩高 12.88
5 8 319 河西　佳祐(2) ｶｻｲ ｹｲｽｹ 山梨 増穂商業高 12.91
6 4 318 高石　大貴(2) ﾀｶｲｼ ﾀﾞｲｷ 山梨 増穂商業高 12.93
7 5 131 五味　源太郎(1) ｺﾞﾐ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 山梨 甲府南高 13.48

2 207 坂巻　通(1) ｻｶﾏｷ ﾄｵﾙ 山梨 甲府昭和高 DNS

14組 風:-1.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 503 牛山　涼太(2) ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨 桂高 11.66
2 6 354 佐野　史弥(2) ｻﾉ ﾌﾐﾔ 山梨 身延高 12.35
3 1 304 小池　慎太郎(2) ｺｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 白根高 12.42
4 3 220 小野　拓朗(2) ｵﾉ ﾀｸﾛｳ 山梨 甲府昭和高 12.54
5 4 452 原　悠介(1) ﾊﾗ ﾕｳｽｹ 山梨 都留高 12.60
6 2 674 石原　健太郎(2) ｲｼﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 東海大甲府高 12.63
7 8 695 尾池　真太郎(2) ｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 日大明誠高 12.64
8 5 802 堀内　和毅(1) ﾊﾘｳﾁ ｶｽﾞｷ 山梨 富士北稜高 14.30

15組 風:-0.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 174 林　拓己(3) ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 山梨 甲府工高 11.58 q
2 7 368 畠山　裕基(3) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 身延高 11.70
3 3 602 浅利　拓(1) ｱｻﾘ　ﾀｸ 山梨 駿台甲府高 11.86
4 1 141 柳場　昌樹(2) ﾔﾅｷﾞﾊﾞ ﾏｻｷ 山梨 甲府南高 12.17
5 5 484 藤本　聖哉(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨 桂高 12.20
6 8 453 今泉　大地(1) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨 都留高 12.64
7 4 827 中山　雄輔(2) ﾅｶﾔﾏ　ﾕｳｽｹ 山梨 韮崎高 13.20
8 2 804 渡邉　伊織(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ 山梨 富士北稜高 13.48

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993

山梨県高校記録(YH)      10.44     寺本　元(都留高)                      1993

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 11:00 予選

9月10日 15:45 決勝

16組 風:-0.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 160 中澤　諒(1) ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 山梨 甲府工高 12.25
2 7 219 森屋　准(2) ﾓﾘﾔ ｼﾞｭﾝ 山梨 甲府昭和高 12.29
3 3 97 山口　拓郎(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 山梨 甲府西高 12.40
4 5 549 五十嵐　雄大(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 富士河口湖高 12.70
5 8 132 島田　隆成(1) ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 甲府南高 12.81
6 2 842 仲山　健人(2) ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾄ 山梨 山梨高 13.26

6 805 勝俣　椋平(1) ｶﾂﾏﾀ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 富士北稜高 DNS

17組 風:-1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 832 樋口　航大(2) ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 甲府工高 11.69
2 3 361 市川　翔(1) ｲﾁｶﾜ ｼｮｳ 山梨 身延高 12.44
3 7 674 阿部　卓也(1) ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ 山梨 東海大甲府高 12.52
4 5 697 深澤　和史(2) ﾌｶｻﾜ ﾀｶﾌﾐ 山梨 日大明誠高 12.67
5 4 593 堀内　勇生(1) ﾎﾘｳﾁ ﾕｳ 山梨 富士北稜高 14.35

2 857 坂本　幸翼(1) ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 山梨 甲府南高 DNS
8 496 鈴木　教雅(3) ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾏｻ 山梨 桂高 DNS

18組 風:-0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 186 小島　一樹(1) ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 山梨 甲府城西高 12.35
2 6 597 早川　雄貴(1) ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 山梨 富士北稜高 12.50
3 2 846 佐野　昇太(2) ｻﾉ ｼｮｳﾀ 山梨 身延高 12.53
4 4 864 野田　義基(1) ﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 山梨 甲府南高 12.92
5 7 758 中嶋　勇樹(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 山梨 富士学苑高 12.98
6 5 757 斉藤　寛哉(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾔ 山梨 富士学苑高 13.00

決勝 2組

1組 風:-2.0
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 3535 望月　翔太(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 山梨 未来の森ＡＣ 11.43
2 3 628 前島　凌平(2) ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 駿台甲府高 11.50
3 4 4859 塩島　広之助(2) ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ 山梨 山梨英和大 11.53
4 2 2137 河村　晴貴(Ｍ２) ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨 山梨大 11.62
5 1 177 赤池　拓哉(3) ｱｶｲｹ ﾀｸﾔ 山梨 甲府工高 11.71
6 6 2599 平野　拓也(3) ﾋﾗﾉ ﾀｸﾔ 千葉 上智大 11.73
7 7 627 長坂　宏紀(2) ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 駿台甲府高 11.83
8 8 174 林　拓己(3) ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 山梨 甲府工高 11.87

2組 風:-1.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 611 雨宮　大昂(3) ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛﾀｶ 山梨 駿台甲府高 11.09
2 3 3864 髙須　力樹(1) ﾀｶｽ ﾘｷ 宮崎 都留文科大 11.22
3 7 624 井上　成(2) ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 駿台甲府高 11.33
4 1 3865 宮野　祐太(1) ﾐﾔﾉ ﾕｳﾀ 山梨 都留文科大 11.40
5 2 384 三井　聖也(3) ﾐﾂｲ ｾｲﾔ 山梨 山梨園芸高 11.42
6 8 370 遠藤　修平(3) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨 身延高 11.43

5 27 伊藤　純一 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 ＡＳ市川 DNS
6 711 濱崎　敬一(3) ﾊﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 山梨 日大明誠高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子400m

山梨県記録(YR)          46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990
山梨県高校記録(YH)      46.79     堀越　勇介(都留高)                    1990

ﾀｲﾑﾚｰｽ 8組

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 2114 外所　信崇(4) ﾄﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾀｶ 山梨 山梨大 51.53
2 6 297 磯野　恵輔(2) ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨 巨摩高 52.31
3 5 707 中村　圭(3) ﾅｶﾑﾗ ｹｲ 山梨 日大明誠高 54.22
4 2 833 東郷　優哉(2) ﾄｳｺﾞｳ ﾕｳﾔ 山梨 甲府工高 56.22
5 8 134 原　郁哉(1) ﾊﾗ ﾌﾐﾔ 山梨 甲府南高 56.84
6 7 665 小山　昌訓(1) ｺﾔﾏ　ﾏｻﾉﾘ 山梨 東海大甲府高 58.11

4 19 沼田　拓也 ﾇﾏﾀ ﾀｸﾔ 愛知 トヨタ自動車 DNS

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 251 田中　孝太(2) ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 山梨 巨摩高 54.38
2 5 129 大川　拓郎(2) ｵｵｶﾜ ﾀｸﾛｳ 山梨 甲府南高 54.59
3 8 160 中澤　諒(1) ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 山梨 甲府工高 56.50
4 2 534 奥脇　正悟(1) ｵｸﾜｷ ｼｮｳｺﾞ 山梨 富士河口湖高 1:03.71
5 7 876 渡邉　和貴(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 富士北稜高 1:06.68

3 854 安藤　浩平(1) ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 山梨 都留高 DNS
4 503 牛山　涼太(2) ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨 桂高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 45 雨宮　大良(3) ｱﾒﾐﾔ　ﾀｲﾗ 山梨 韮崎高 50.01
2 4 548 中村　隆聖(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨 富士河口湖高 54.18
3 3 1710 吉田　恭輔(4) ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 山梨 都留文科大 54.98
4 8 485 長坂　黎(1) ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲ 山梨 桂高 56.89
5 2 663 高橋　涼太(1) ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳﾀ 山梨 東海大甲府高 58.20
6 6 712 桑鶴　泰章(2) ｸﾜﾂﾞﾙ ﾔｽｱｷ 山梨 日大明誠高 58.51
7 7 603 深澤　大地(1) ﾌｶｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 山梨 駿台甲府高 59.93

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 655 望月　勇人(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 学院大附属高 51.10
2 5 298 内田　真司(2) ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 山梨 巨摩高 54.05
3 6 4860 望月　亮輔(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 山梨 山梨英和大 54.76
4 2 360 鍋田　茅洋(1) ﾅﾍﾞﾀ ﾁﾋﾛ 山梨 身延高 56.02
5 4 597 早川　雄貴(1) ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 山梨 富士北稜高 56.53

7 136 山本　幹大(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾋﾛ 山梨 甲府南高 DNS
8 662 山田　候輔(1) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 山梨 東海大甲府高 DNS

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 2461 庄司　陽平 ｼｮｳｼﾞ ﾖｳﾍｲ 山梨 中央市陸協 53.72
2 4 487 杉本　昂士(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨 桂高 54.48
3 8 347 遠藤　佳祐(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 身延高 55.30
4 7 166 塩田　隼也(1) ｼｵﾀ ﾄｼﾔ 山梨 甲府工高 55.55
5 6 826 中野目　滉介(2) ﾅｶﾉﾒ　ｺｳｽｹ 山梨 韮崎高 55.57
6 2 453 今泉　大地(1) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山梨 都留高 58.08

3 2112 島崎　篤志(3) ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ 山梨 山梨大 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子400m

山梨県記録(YR)          46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990
山梨県高校記録(YH)      46.79     堀越　勇介(都留高)                    1990

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 145 塚田　遼太(2) ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 甲府南高 53.77
2 2 715 小山　裕哉(2) ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 山梨 日大明誠高 56.55
3 8 452 原　悠介(1) ﾊﾗ ﾕｳｽｹ 山梨 都留高 57.08
4 5 546 堀内　翔平(2) ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 山梨 富士河口湖高 59.17
5 6 270 溝口　岳(1) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｹﾙ 山梨 巨摩高 1:00.68
6 7 592 萱沼　倭(1) ｶﾔﾇﾏ ﾔﾏﾄ 山梨 富士北稜高 1:05.06

3 116 小野　航平(2) ｵﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 甲府西高 DNS

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 4631 森　義直(1) ﾓﾘ ﾖｼﾅｵ 長崎 上智大 52.18
2 4 660 大久保　勇生(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨 学院大附属高 53.03
3 7 161 北村　明豊(1) ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾄ 山梨 甲府工高 56.74
4 8 694 青木　一真(2) ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 山梨 日大明誠高 57.23
5 5 549 五十嵐　雄大(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 富士河口湖高 58.66
6 2 352 前島　孝介(2) ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 山梨 学院大附属高 59.78

3 50 生駒　忠大(2) ｲｺﾏ　ﾀﾀﾞﾋﾛ 山梨 韮崎高 DNS

8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 24 田草川　裕(1) ﾀｸｻｶﾞﾜ　ﾋﾛｼ 山梨 韮崎高 53.60
2 4 123 新津　陽(2) ﾆｲﾂ ｱｷﾗ 山梨 甲府西高 53.96
3 8 604 深沢　和(1) ﾌｶｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 山梨 駿台甲府高 54.41
4 2 699 和田　容司郎(1) ﾜﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 山梨 日大明誠高 59.19
5 7 591 池谷　大介(1) ｲｹﾔ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 富士北稜高 1:00.31
6 3 538 宮下　聖矢(1) ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ 山梨 富士河口湖高 1:05.77

6 449 臼井　正博(2) ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨 都留高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子1000m

ﾀｲﾑﾚｰｽ 3組

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 1708 宇田　峻也(4) ｳﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 福井 都留文科大 2:33.73

2 9 617 野田　亮太(3) ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 駿台甲府高 2:46.93

3 1 491 小栗　宙(1) ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｼ 山梨 桂高 2:49.10

4 13 494 河野　元気(1) ｺｳﾉ ｹﾞﾝｷ 山梨 桂高 2:51.50

5 5 451 佐藤　佑汰郎(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 都留高 2:52.03

6 4 810 伊藤　拓哉(2) ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 山梨 巨摩高 2:53.60

7 14 207 坂巻　通(1) ｻｶﾏｷ ﾄｵﾙ 山梨 甲府昭和高 2:59.59

8 12 851 藤江　柊輔(2) ﾌｼﾞｴ ｼｭｳｽｹ 山梨 都留高 3:02.74

9 3 443 佐藤　優介(1) ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 山梨 塩山高 3:07.90

10 10 756 長田　亮真(1) ｵｻﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 山梨 富士学苑高 3:08.60

11 15 865 渡邉　裕之(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨 甲府南高 3:09.56

12 7 417 飯塚　裕樹(2) ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｷ 山梨 山梨高 3:19.93

6 506 細川　直樹(2) ﾎｿｶﾜ ﾅｵｷ 山梨 桂高 DNS

8 18 尾崎　雄大 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知 トヨタ自動車 DNS

11 320 秋山　元(1) ｱｷﾔﾏ ﾂｶｻ 山梨 増穂商業高 DNS

2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 27 加藤　聡 ｶﾄｳ ｻﾄｼ 愛知 トヨタ自動車 2:33.95

2 12 505 程原　圭太(2) ﾎﾄﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 山梨 桂高 2:46.41

3 14 358 齊藤　瑞樹(1) ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山梨 身延高 2:49.87

4 13 133 荻原　秀恭(1) ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ 山梨 甲府南高 2:51.58

5 16 606 廣瀬　悠人(1) ﾋﾛｾ ﾕｳﾄ 山梨 駿台甲府高 2:53.30

6 9 446 平山　駿斗(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 都留高 2:53.95

7 10 136 山本　幹大(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷﾋﾛ 山梨 甲府南高 2:56.03

8 5 845 廣瀬　祥太郎(1) ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 山梨高 2:57.04

9 11 727 柿島　淳(2) ｶｷｼﾏ ｼﾞｭﾝ 山梨 富士学苑高 2:59.69

10 3 220 小野　拓朗(2) ｵﾉ ﾀｸﾛｳ 山梨 甲府昭和高 3:01.45

11 15 135 田中　航大(1) ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 甲府南高 3:01.53

1 191 土橋　光樹(1) ﾄﾞﾊﾞｼ ｺｳｷ 山梨 甲府城西高 DNS

2 724 市川　武(2) ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 山梨 富士学苑高 DNS

4 501 山口　美樹(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｷ 山梨 桂高 DNS

6 497 和田　恵人(3) ﾜﾀﾞ ｹｲﾄ 山梨 桂高 DNS

7 660 大久保　勇生(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨 学院大附属高 DNS

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 3736 大森　玲央 ｵｵﾓﾘ ﾚｵ 山梨 巨摩AC 2:45.98

2 5 120 伊藤　豪志(2) ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 山梨 甲府西高 2:46.00

3 12 725 大峰　正幸(1) ｵｵﾐﾈ ﾏｻﾕｷ 山梨 富士学苑高 2:55.81

4 11 492 水越　貴哉(1) ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶﾔ 山梨 桂高 2:56.16

5 13 507 河野　佑貴(2) ｺｳﾉ ﾕｳｷ 山梨 桂高 2:57.67

6 4 447 平井　大智(2) ﾋﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨 都留高 2:59.13

7 7 592 萱沼　倭(1) ｶﾔﾇﾏ ﾔﾏﾄ 山梨 富士北稜高 3:11.51

8 9 493 坂野　安希(1) ｻｶﾉ ﾔｽｷ 山梨 桂高 3:14.50

9 6 860 藤巻　雄太郎(1) ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 甲府南高 3:21.47

10 14 759 渡辺　叶多(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾀ 山梨 富士学苑高 3:40.01

1 872 飯島　一博(1) ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 山梨 学院大附属高 DNS

2 605 青栁　至(1) ｱｵﾔｷﾞ ｲﾀﾙ 山梨 駿台甲府高 DNS

8 206 斎藤　秀映(1) ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨 甲府昭和高 DNS

10 19 沼田　拓也 ﾇﾏﾀ ﾀｸﾔ 愛知 トヨタ自動車 DNS

15 187 大和田　耕平(1) ｵｵﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 甲府城西高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子110mJH

山梨県高校記録(YH)      14.46     飯久保　智洋(巨摩高)                  2010

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 風:-0.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 632 飯野　広夢(1) ｲｲﾉ ﾋﾛﾑ 山梨 学院大附属高 15.81

2 5 100 内田　智大(1) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 甲府西高 16.20

3 4 260 名取　佳輝(1) ﾅﾄﾘ ﾖｼｷ 山梨 巨摩高 17.42

4 3 751 天野　一葵(1) ｱﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山梨 富士北稜高 18.53

5 8 537 渡邉　斗夢(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾑ 山梨 富士河口湖高 18.91

6 4076 高橋　亨光(1) ﾀｶﾊｼ ｱｷﾐﾂ 山梨 山梨学院大 DNS

2組 風:+1.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 101 横谷　真人(1) ﾖｺﾔ ﾏｻﾄ 山梨 甲府西高 15.21

2 6 4029 津田　丈嗣 ﾂﾀﾞ ﾀｹﾂｸﾞ 山梨 山梨陸協 15.75

3 7 99 樋川　遼太朗(1) ﾋｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨 甲府西高 16.21

4 3 635 志村　太郎(1) ｼﾑﾗ ﾀﾛｳ 山梨 学院大附属高 16.60

5 4 268 塩澤　大輔(1) ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 巨摩高 16.70

6 2 418 武井　槙吾(2) ﾀｹｲ ｼﾝｺﾞ 山梨 山梨高 16.87

8 855 小林　修太郎(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨 都留高 DSQ,*T8

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 13:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *T8:故意にハードルを倒した



一般・高校男子400mH(0.914m)

山梨県記録(YR)          50.54     高根　友典(KEN　AC)                   1997
山梨県高校記録(YH)      51.35     野澤　啓佑(巨摩高)                    2009

ﾀｲﾑﾚｰｽ 4組

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 656 松田　康平(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 学院大附属高 55.93

2 4 614 佐野　基(3) ｻﾉ ﾓﾄｲ 山梨 駿台甲府高 57.08

3 7 855 小林　修太郎(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨 都留高 1:02.12

4 3 713 小池　将貴(2) ｺｲｹ ﾏｻｷ 山梨 日大明誠高 1:05.34

5 5 546 堀内　翔平(2) ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 山梨 富士河口湖高 1:08.55

8 354 佐野　史弥(2) ｻﾉ ﾌﾐﾔ 山梨 身延高 DNS

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 3536 末松　裕鏡(2) ｽｴﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 山梨 未来の森ＡＣ 56.97

2 6 2113 中村　厚太(3) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山梨 山梨大 58.52

3 5 128 土橋　陽一朗(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山梨 甲府南高 1:00.31

4 2 161 北村　明豊(1) ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾄ 山梨 甲府工高 1:07.19

5 7 537 渡邉　斗夢(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾑ 山梨 富士河口湖高 1:07.94

4 630 三浦　孝允(2) ﾐｳﾗ ｺｳｽｹ 山梨 駿台甲府高 DNS

8 256 深澤　勇飛(2) ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 巨摩高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 2118 依田　幸裕(3) ﾖﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 山梨 山梨大 54.99

2 2 853 白須　愁(1) ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨 都留高 59.55

3 5 1 高橋　健(2) ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 山梨 北杜高 1:03.53

4 7 166 塩田　隼也(1) ｼｵﾀ ﾄｼﾔ 山梨 甲府工高 1:03.75

5 8 350 佐野　圭汰(2) ｻﾉ ｹｲﾀ 山梨 身延高 1:05.15

3 626 長坂　伊織(2) ﾅｶﾞｻｶ ｲｵﾘ 山梨 駿台甲府高 DNS

6 807 土橋　知弥(2) ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 巨摩高 DNS

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 2125 石畑　光(2) ｲｼﾊﾀ ﾋｶﾙ 山梨 山梨大 55.39

2 7 692 浅川　裕亮(1) ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ 山梨 日大明誠高 59.20

3 6 634 吹野　大(1) ﾌｷﾉ ﾏｻﾙ 山梨 学院大附属高 59.54

4 5 260 名取　佳輝(1) ﾅﾄﾘ ﾖｼｷ 山梨 巨摩高 1:02.33

5 8 751 天野　一葵(1) ｱﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山梨 富士北稜高 1:05.22

6 2 485 長坂　黎(1) ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲ 山梨 桂高 1:05.84

4 116 小野　航平(2) ｵﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 甲府西高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 12:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子5000mW

山梨県記録(YR)          19:42.33  笹川　友輝(山梨学院大)                2011
山梨県高校記録(YH)      21:21.15  笹川　友輝(桂高)                      2009

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 357 井上　大地(1) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲﾁ 山梨 身延高 28:42.88

2 1 18 尾崎　雄大 ｵｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知 トヨタ自動車 29:23.88

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 16:50 決勝

凡例 



一般・高校男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木良､鈴木陽､大家､萩原(山梨大)       2001
山梨県高校記録(YH)      40.91     鷹巣・中込・吉成・斉藤(駿台甲府高)    2005 9月10日 16:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 4組

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 相洋高・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府高Ａ・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.00 記録 43.19

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 神奈川 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨
1 398 田中　達也 相洋高 1 601 清水　隼人(1) 駿台甲府高

ﾊﾔｼ ﾀｲｾｲ 神奈川 ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨
2 397 林　大生 相洋高 2 628 前島　凌平 駿台甲府高

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 神奈川 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨
3 401 中嶌　祐太 相洋高 3 624 井上　成 駿台甲府高

ｺｸﾞﾁ ﾏｻｷ 神奈川 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨
4 372 古口　壮生 相洋高 4 627 長坂　宏紀 駿台甲府高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨大・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 上智大・東京

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 43.27 記録 43.42

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｼﾊﾀ ﾋｶﾙ 山梨 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東京
1 2125 石畑　光 山梨大 1 2593 稲垣　貴大 上智大

ﾖﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 山梨 ﾋﾗﾀ ﾕｳｲﾁ 千葉
2 2118 依田　幸裕 山梨大 2 5235 平田　雄一 上智大

ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾔ 千葉
3 2137 河村　晴貴(Ｍ２) 山梨大 3 2599 平野　拓也 上智大

ﾄﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾀｶ 山梨 ﾀｶﾊｼ ｼﾝ 神奈川
4 2114 外所　信崇 山梨大 4 2605 高橋　伸 上智大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府工高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩高・山梨

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.53 記録 45.06

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 山梨 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨
1 156 中島　健汰 甲府工高 1 807 土橋　知弥 巨摩高

ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 山梨 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 山梨
2 160 中澤　諒 甲府工高 2 251 田中　孝太 巨摩高

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾏ 山梨 ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨
3 157 望月　雄馬 甲府工高 3 297 磯野　恵輔 巨摩高

ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨
4 832 樋口　航大 甲府工高 4 262 堀内　亮佑 巨摩高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士河口湖高Ａ・山梨

2 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R2
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨
1 545 岩田　裕矢 富士河口湖高

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨
2 548 中村　隆聖 富士河口湖高

ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 山梨
3 546 堀内　翔平 富士河口湖高

ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 山梨
4 544 松浦　淳之介 富士河口湖高

凡例  DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R1:オーバーゾーン １→２ *R2:オーバーゾーン ２→３



一般・高校男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木良､鈴木陽､大家､萩原(山梨大)       2001
山梨県高校記録(YH)      40.91     鷹巣・中込・吉成・斉藤(駿台甲府高)    2005 9月10日 16:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 山梨学院大学・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府西高・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.52 記録 45.55

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｸｼﾏ　ﾄﾓﾉﾌﾞ 山梨 ﾖｺﾔ ﾏｻﾄ 山梨
1 347 福島　知宣 山梨学院大 1 101 横谷　真人 甲府西高

ﾕｲ　ﾅｵﾄ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨
2 5023 油井　直人 山梨学院大 2 100 内田　智大 甲府西高

ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 山梨 ﾆｲﾂ ｱｷﾗ 山梨
3 350 石井　大翔 山梨学院大 3 123 新津　陽 甲府西高

ｻﾄｳ　ｹﾝﾀ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨
4 4075 佐藤　健太 山梨学院大 4 106 山本　準也 甲府西高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南高Ａ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大明誠高Ａ・山梨

3 3 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.71 記録 46.12

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 山梨
1 130 小澤　彰誉 甲府南高 1 715 小山　裕哉 日大明誠高

ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ 山梨
2 145 塚田　遼太 甲府南高 2 692 浅川　裕亮 日大明誠高

ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山梨 ｺｲｹ ﾏｻｷ 山梨
3 128 土橋　陽一朗 甲府南高 3 713 小池　将貴 日大明誠高

ｵｵｶﾜ ﾀｸﾛｳ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾀｶﾌﾐ 山梨
4 129 大川　拓郎 甲府南高 4 697 深澤　和史 日大明誠高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士河口湖高Ｂ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 笛吹高・山梨

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 ｺﾒﾝﾄ DNF
記録 51.82 記録

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ﾀｶﾉ ｼｭﾝｻｸ 山梨
1 549 五十嵐　雄大 富士河口湖高 1 818 高野　俊作 笛吹高

ｵｸﾜｷ ｼｮｳｺﾞ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾙｱｷ 山梨
2 534 奥脇　正悟 富士河口湖高 2 819 丸山　輝明 笛吹高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾑ 山梨 ｺｼｲｼ　ｼｮｳﾀ 山梨
3 537 渡邉　斗夢 富士河口湖高 3 823 越石　翔太 笛吹高

ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ 山梨 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 山梨
4 538 宮下　聖矢 富士河口湖高 4 821 城之内　龍也 笛吹高

凡例  DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R1:オーバーゾーン １→２ *R2:オーバーゾーン ２→３



一般・高校男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木良､鈴木陽､大家､萩原(山梨大)       2001
山梨県高校記録(YH)      40.91     鷹巣・中込・吉成・斉藤(駿台甲府高)    2005 9月10日 16:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府高Ｂ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩ＡＣ・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.87 記録 44.64

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 山梨
1 613 小川　流星 駿台甲府高 1 3737 中澤　淳 巨摩ＡＣ

ﾐﾈﾀ ｺｳｲﾁ 山梨 ﾔｻﾞｷ ｹﾝﾔ 山梨
2 619 峯田　幸一(3) 駿台甲府高 2 3731 矢崎　健也 巨摩ＡＣ

ｻﾉ ﾓﾄｲ 山梨 ｻｶｼﾀ ｼﾝﾔ 山梨
3 614 佐野　基 駿台甲府高 3 3732 坂下　慎弥 巨摩ＡＣ

ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛﾀｶ 山梨 ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 山梨
4 611 雨宮　大昂 駿台甲府高 4 3735 中田　貴大 巨摩ＡＣ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南高Ｂ・山梨

3 4 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 46.23 記録 47.23

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 山梨
1 26 山本　健史 韮崎高 1 861 小林　秀 甲府南高

ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨 ﾅﾄﾘ ｺｳ 山梨
2 24 田草川　裕 韮崎高 2 862 名取　廣 甲府南高

ﾅｶﾉﾒ ｺｳｽｹ 山梨 ﾊﾗ ﾌﾐﾔ 山梨
3 826 中野目　滉介 韮崎高 3 134 原　郁哉 甲府南高

ﾆｯﾄﾉ ﾊﾙﾋｺ 山梨 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 山梨
4 27 入戸野　晴彦 韮崎高 4 859 角田　優人 甲府南高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大甲府・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 増穂商業高・山梨

5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 47.62 記録 48.19

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 山梨 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾓｷ 山梨
1 665 小山　昌訓 東海大甲府高 1 317 長澤　友希 増穂商業高

ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ 山梨 ﾀｶｲｼ ﾀﾞｲｷ 山梨
2 661 阿部　卓也 東海大甲府高 2 318 高石　大貴 増穂商業高

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 山梨 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 山梨
3 663 高橋　涼太 東海大甲府高 3 316 若林　直人 増穂商業高

ｲｼﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ 山梨
4 674 石原　健太郎 東海大甲府高 4 321 依田　尚彌 増穂商業高

凡例  DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R1:オーバーゾーン １→２ *R2:オーバーゾーン ２→３



一般・高校男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木良､鈴木陽､大家､萩原(山梨大)       2001
山梨県高校記録(YH)      40.91     鷹巣・中込・吉成・斉藤(駿台甲府高)    2005 9月10日 16:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留高・山梨

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.87 記録 45.86

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 山梨
1 484 藤本　聖哉 桂高 1 450 石原　宙 都留高

ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨
2 503 牛山　涼太 桂高 2 449 臼井　正博 都留高

ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨
3 487 杉本　昴士 桂高 3 855 小林　修太郎 都留高

ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨 ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨
4 504 西谷　卓巳 桂高 4 852 須森　祥希 都留高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 身延高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大明誠高Ｂ・山梨

3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 46.43 記録 46.76

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾉ ｼｮｳﾀ 山梨 ﾊﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 山梨
1 846 佐野　昇太 身延高 1 711 濱崎　敬一 日大明誠高

ｲﾁｶﾜ ｼｮｳ 山梨 ﾜﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 山梨
2 361 市川　翔 身延高 2 699 和田　容司郎 日大明誠高

ｻﾉ ｹｲﾀ 山梨 ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 山梨
3 350 佐野　圭汰 身延高 3 694 青木　一真(2) 日大明誠高

ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨 ｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨
4 347 遠藤　佳祐 身延高 4 695 尾池　真太郎(2) 日大明誠高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士北稜高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和高・山梨

5 6 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R1
記録 49.00 記録

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｱﾏﾉ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 山梨
1 751 天野　一葵 富士北稜高 1 218 渡邊　晶 甲府昭和高

ｲｹﾔ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ｵﾉ ﾀｸﾛｳ 山梨
2 591 池谷　大介 富士北稜高 2 220 小野　拓朗 甲府昭和高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 山梨
3 876 渡邉　和貴 富士北稜高 3 205 土谷　友亮 甲府昭和高

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 山梨 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ｹﾝﾔ 山梨
4 597 早川　雄貴 富士北稜高 4 204 淀川　剣矢 甲府昭和高

凡例  DNF:途中棄権 DSQ:失格 *R1:オーバーゾーン １→２ *R2:オーバーゾーン ２→３



一般・高校男子棒高跳

山梨県記録(YR)          5m30      板倉　智里(甲府西高教)                1985
山梨県高校記録(YH)      4m70      雨宮　陽介(都留高)                    2000

決勝 

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾏ 山梨 － － － － － － － － － －

1 7 157 望月　雄馬(2) 甲府工高 － ○ － × × × 3m40

ﾀﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 山梨 － － － － － － － ○ ○ ○

2 2 121 田原　俊輔(2) 甲府西高 × ○ ○ × × × 3m40

ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 山梨 － － － － － － － ○ ○ ○

3 9 259 中澤　慶翼(1) 巨摩高 × ○ × ○ × × × 3m40

ｴｿﾞｴ ﾋﾛﾀｶ 山梨 － － － － － ○ － ○ × ○ × × ×

4 6 263 江添　大空(1) 巨摩高 3m10

ｱﾓｳ ｺｳﾍｲ 山梨 － － － － － ○ － × × ×

5 3 2119 天羽　航平(3) 山梨大 2m80

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ 山梨 － － － － － ○ － × × ×

5 4 502 渡邊　翔也(2) 桂高 2m80

ﾉﾅｶ ﾀｹﾙ 山梨 － － － － － × × ×

5 117 野中　武(2) 甲府西高 NM

ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨 × × ×

8 545 岩田　裕矢(2) 富士河口湖高 NM

ｻｶｼﾀ ｼﾝﾔ 山梨

1 3732 坂下　慎弥 巨摩AC DNS

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

9月10日 10:00 決勝

2m30 2m60 3m00 3m10 3m20

3m30

2m40

3m40

2m50

3m50 3m60

2m70 2m80 2m90

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般・高校男子走幅跳

山梨県記録(YR)          7m56      山口　宏記(県教委)                    1996
山梨県高校記録(YH)      7m24      保坂　英也(駿台甲府高)                1990

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｶｲｹ ﾀｸﾔ 山梨 6m58 － 6m57 6m58 7 × 6m89 6m90 6m90
1 6 177 赤池　拓哉(3) 甲府工高 +2.2 +1.7 +2.2 +2.8 +2.4 +2.4

ﾐﾂｲ ｾｲﾔ 山梨 6m50 × 6m83 6m83 8 × × 6m86 6m86
2 8 384 三井　聖也(3) 山梨園芸高 +0.2 +0.4 +0.4 +2.2 +2.2

ﾋｷﾀ ﾏｲﾔ 山梨 5m83 6m33 × 6m33 6 6m66 6m13 × 6m66
3 10 1712 疋田　舞弥(3) 都留文科大 -0.7 +0.8 +0.8 +2.2 +3.2 +2.2

ｵｵﾌｻ ｱｷｵﾐ 山梨 6m12 6m23 6m08 6m23 4 6m25 6m41 6m13 6m41
4 26 3862 大房　秋臣(1) 都留文科大 +1.2 +0.8 +1.0 +0.8 +3.9 +4.4 +1.7 +4.4

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 山梨 6m13 6m22 × 6m22 2 6m30 6m19 4m98 6m30
5 32 3860 足立　裕紀(1) 都留文科大 +1.7 +0.3 +0.3 +1.9 +1.5 +3.2 +1.9

ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 山梨 6m08 6m25 5m73 6m25 5 × 6m21 6m28 6m28
6 2 174 林　拓己(3) 甲府工高 +0.6 +0.4 +1.4 +0.4 +1.3 +3.7 +3.7

ｱｲﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 5m95 5m80 6m23 6m23 3 6m06 5m92 5m39 6m23
7 30 622 相山　友希(2) 駿台甲府高 -0.4 +1.7 +2.0 +2.0 +1.1 +2.6 +2.4 +2.0

ﾋｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨 6m12 5m68 5m79 6m12 1 5m80 5m78 5m86 6m12
8 9 99 樋川　遼太朗(1) 甲府西高 +1.0 +0.7 +0.3 +1.0 +1.5 +2.6 +1.7 +1.0

ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨 × 6m10 6m06 6m10 6m10
9 3 484 藤本　聖哉(1) 桂高 +0.2 +1.9 +0.2 +0.2

ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨 6m04 6m02 6m07 6m07 6m07
10 4 504 西谷　卓巳(2) 桂高 +0.8 +1.7 +1.5 +1.5 +1.5

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 山梨 5m97 × 5m69 5m97 5m97
11 28 156 中島　健汰(2) 甲府工高 0.0 +0.1 0.0 0.0

ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 5m68 5m84 5m93 5m93 5m93
12 13 268 塩澤　大輔(1) 巨摩高 +0.7 +1.0 +2.6 +2.6 +2.6

ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 5m80 5m54 5m69 5m80 5m80
13 22 627 長坂　宏紀(2) 駿台甲府高 +1.5 +0.2 +1.7 +1.5 +1.5

ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 3m54 5m46 5m68 5m68 5m68
14 12 130 小澤　彰誉(2) 甲府南高 +0.5 +0.9 +1.3 +1.3 +1.3

ｲｹﾔ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 5m49 5m65 － 5m65 5m65
15 5 591 池谷　大介(1) 富士北稜高 +0.7 +0.4 +0.4 +0.4

ﾏﾂﾄﾞ ﾐﾂｵ 山梨 × 5m50 5m58 5m58 5m58
16 18 253 松土　光男(2) 巨摩高 +1.5 +2.0 +2.0 +2.0

ﾌﾙﾔ ﾁｶﾗ 山梨 5m58 × × 5m58 5m58
17 20 489 古屋　力(1) 桂高 +1.5 +1.5 +1.5

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ 山梨 5m54 × × 5m54 5m54
18 24 502 渡邊　翔也(2) 桂高 +0.8 +0.8 +0.8

ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 山梨 5m52 5m29 5m50 5m52 5m52
19 31 186 小島　一樹(1) 甲府城西高 +0.8 +1.5 +1.6 +0.8 +0.8

ﾊﾀﾅｶ ｼｭﾝ 山梨 5m04 × 5m52 5m52 5m52
20 16 871 畠中　俊(1) 学院大附属高 +1.1 +2.6 +2.6 +2.6

ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 5m02 5m36 5m21 5m36 5m36
21 34 132 島田　隆成(1) 甲府南高 0.0 +1.0 +2.3 +1.0 +1.0

ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 山梨 4m23 4m92 5m33 5m33 5m33
22 29 443 佐藤　優介(1) 塩山高 -0.7 +1.1 +2.3 +2.3 +2.3

ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 山梨 × 5m28 5m22 5m28 5m28
23 14 127 岩下　浩章(2) 甲府南高 +1.9 +4.2 +1.9 +1.9

ﾎﾘｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨 5m25 5m16 4m20 5m25 5m25
24 7 262 堀内　亮佑(1) 巨摩高 +1.7 +0.4 +2.1 +1.7 +1.7

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 山梨 4m86 4m74 5m05 5m05 5m05
25 21 106 山本　準也(1) 甲府西高 +0.8 +1.6 +1.4 +1.4 +1.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 山梨 4m75 × 5m03 5m03 5m03
26 11 218 渡邊　晶(2) 甲府昭和高 -0.8 +2.2 +2.2 +2.2

ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 山梨 4m70 4m94 4m63 4m94 4m94
27 1 544 松浦　淳之介(2) 富士河口湖高 0.0 +2.6 +2.0 +2.6 +2.6

ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓｱｷ 山梨 × 4m93 × 4m93 4m93
28 33 448 白鳥　智彰(2) 都留高 +1.0 +1.0 +1.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨 4m88 4m86 － 4m88 4m88
29 23 876 渡邉　和貴(1) 富士北稜高 +2.5 -0.2 +2.5 +2.5

ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾔ 山梨 × 4m36 － 4m36 4m36
30 19 538 宮下　聖矢(1) 富士河口湖高 +0.6 +0.6 +0.6

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨 × － －
15 548 中村　隆聖(2) 富士河口湖高 NM

ﾄﾞﾊﾞｼ ｺｳｷ 山梨 × × ×
17 191 土橋　光樹(1) 甲府城西高 NM

ﾅｲﾄｳ　ﾘｭｳｾｲ 山梨
25 28 内藤　瑠星(1) 韮崎高 DNS

ﾓﾘﾔ ｼﾞｭﾝ 山梨
27 219 森屋　准(2) 甲府昭和高 DNS

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

9月10日 13:30 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校男子砲丸投（６ｋｇ）

山梨県高校記録(YH)      14m29     名取　幸多(巨摩高)                    2006

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨

1 6 252 須田　裕太郎(2) 巨摩高 12m82 12m59 12m68 12m82 7 12m80 13m99 × 13m99

ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾏ 山梨

2 3 282 村松　克磨(3) 巨摩高 12m61 × 13m23 13m23 8 × 13m73 12m67 13m73

ﾉﾑﾗ ﾕｲ 山梨

3 5 657 野村　唯(2) 学院大附属高 10m88 11m42 10m87 11m42 6 11m91 × 10m68 11m91

ﾖｺｳﾁ ｱｷﾋﾛ 山梨

4 7 261 横内　章裕(1) 巨摩高 9m88 9m86 10m14 10m14 4 10m30 10m25 × 10m30

ｱｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ 山梨

5 12 847 芦川　祥崇(2) 身延高 9m53 10m12 10m21 10m21 5 8m78 9m54 8m39 10m21

ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 山梨

6 11 158 古川　周平(2) 甲府工高 8m63 8m69 8m76 8m76 2 8m97 8m25 9m57 9m57

ﾐﾂｲ　ﾕｷｵ 山梨

7 1 49 三井　幸夫(2) 韮崎高 8m59 8m35 8m57 8m59 1 9m24 8m58 8m62 9m24

ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨

8 9 490 柏木　英明(1) 桂高 8m39 8m78 8m68 8m78 3 8m53 7m77 8m01 8m78

ｷｼ ﾀｸﾐ 山梨

9 2 416 岸　拓実(2) 山梨高 8m40 8m12 8m27 8m40 8m40

ﾅﾄﾘ ﾄｼﾋﾛ 山梨

10 4 159 名取　利紘(1) 甲府工高 × × 7m94 7m94 7m94

ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 山梨

11 13 108 飯島　啓之(1) 甲府西高 × 7m91 7m77 7m91 7m91

ﾄｵﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 山梨

12 14 803 遠山　龍矢(1) 富士北稜高 7m56 × 7m36 7m56 7m56

ｺｳﾉ ﾔﾏﾄ 山梨

13 10 508 河野　倭(2) 桂高 7m04 6m42 6m18 7m04 7m04

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

8 533 渡辺　純平(1) 富士河口湖高 DNS

審 判 長：前田　裕孝

記録主任：小林　直樹

9月10日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子砲丸投（７．２５ｋｇ）

山梨県記録(YR)          15m66     高橋    修(田富中教)                  1993

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ 山梨

1 1 2110 久保田　泰史(3) 山梨大 10m82 11m17 11m41 11m41 3 × 10m06 10m04 11m41

ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ 山梨

2 4 5030 野田　翔大(1) 山梨大 10m02 10m31 × 10m31 2 × 10m26 10m27 10m31

ｵｻﾞｷ ｹｲｽｹ 山梨

3 3 3863 尾崎　圭亮(1) 都留文科大 9m93 9m81 9m82 9m93 1 9m81 9m67 10m09 10m09

ﾅﾘﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 静岡

2 17 成田　知一 静岡陸協 DNS

審 判 長：前田　裕孝

記録主任：小林　直樹

9月10日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



高校男子円盤投（１．７５ｋｇ）

山梨県高校記録(YH)      40m37     村田　雅弥(身延高)                    2011

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨

1 4 252 須田　裕太郎(2) 巨摩高 31m67 34m58 36m44 36m44 8 31m96 36m41 × 36m44

ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾏ 山梨

2 18 282 村松　克磨(3) 巨摩高 29m26 × 30m63 30m63 6 × × 33m20 33m20

ﾅｶｶﾞﾐ　ｹﾝﾄ 山梨

3 14 246 仲神　健斗(2) 農林高 28m35 × 29m64 29m64 5 32m04 31m69 × 32m04

ﾆｼﾅｶﾔﾏ ｿｳ 山梨

4 10 631 西中山　創(1) 学院大附属 × × 31m08 31m08 7 × × × 31m08

ﾉﾑﾗ ﾕｲ 山梨

5 16 657 野村　唯(2) 学院大附属 28m87 29m54 × 29m54 4 30m43 30m15 24m09 30m43

ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 山梨

6 6 158 古川　周平(2) 甲府工高 28m68 21m60 26m89 28m68 3 28m56 × × 28m68

ﾌﾙﾔ ﾁｶﾗ 山梨

7 17 489 古屋　力(1) 桂高 28m38 × 24m47 28m38 2 26m88 24m71 26m35 28m38

ｱｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ 山梨

8 5 847 芦川　祥崇(2) 身延高 26m32 × 25m03 26m32 1 22m93 24m34 25m24 26m32

ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 山梨

9 7 490 柏木　英明(1) 桂高 25m28 20m42 22m03 25m28 25m28

ﾅﾄﾘ ﾄｼﾋﾛ 山梨

10 15 159 名取　利紘(1) 甲府工高 24m06 22m40 22m54 24m06 24m06

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 山梨

11 8 419 松本　輝(2) 山梨高 22m67 21m03 20m09 22m67 22m67

ｺｳﾉ ﾔﾏﾄ 山梨

12 11 508 河野　倭(2) 桂高 × 21m86 21m65 21m86 21m86

ｻｻﾓﾄ ｶｽﾞﾄﾓ 山梨

13 2 215 笹本　一友(2) 甲府昭和高 21m46 20m39 × 21m46 21m46

ﾐﾂｲ　ﾕｷｵ 山梨

14 3 49 三井　幸夫(2) 韮崎高 19m26 19m51 20m84 20m84 20m84

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨

15 9 533 渡辺　純平(1) 富士河口湖高 17m40 19m14 18m94 19m14 19m14

ｻﾉ ｼｮｳﾀ 山梨

1 846 佐野　昇太(2) 身延高 DNS

ｲﾁｶﾜ ｼｮｳ 山梨

12 361 市川　翔(1) 身延高 DNS

ﾖｺｳﾁ ｱｷﾋﾛ 山梨

13 261 横内　章裕(1) 巨摩高 DNS

審 判 長：前田　裕孝

記録主任：小林　直樹

9月10日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子円盤投（２．０ｋｇ）

山梨県記録(YR)          55m06     前田　裕孝(甲府工教員)                1886

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｲｹ ﾕｳｽｹ 山梨

1 3 3861 大池　優介(1) 都留文科大 31m91 33m28 33m88 33m88 3 31m35 32m33 30m60 33m88

ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ 山梨

2 2 2110 久保田　泰史(3) 山梨大 × 29m99 31m51 31m51 1 × 32m98 33m15 33m15

ｵｻﾞｷ ｹｲｽｹ 山梨

3 1 3863 尾崎　圭亮(1) 都留文科大 32m13 28m18 × 32m13 2 × 29m53 × 32m13

審 判 長：前田　裕孝

記録主任：小林　直樹

9月10日 10:00 決勝

凡例 



中学生男子100m

山梨県中学記録(YJ)      11.07     永坂　佳紀(甲府東中)                  2000

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 風:-1.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 743 樋口　景(3) ﾋｸﾞﾁ ｹｲ 山梨 未来の森ＡＣ 12.17

2 6 471 三枝　郁也(3) ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 大国陸上クラブ 12.35

3 3 475 鮎沢　賢介(2) ｱﾕｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 山梨 大国陸上クラブ 12.81

4 5 474 宮田　健登(3) ﾐﾔﾀ ｹﾝﾄ 山梨 大国陸上クラブ 12.94

2組 風:-1.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 476 渡邊　黎旺(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山梨 大国陸上クラブ 11.94

2 3 463 安田　壮太(2) ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨 大国陸上クラブ 12.33

3 7 160 荻野　慧人(3) ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ 山梨 大国陸上クラブ 12.41

4 4 733 窪田　雄大(2) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 未来の森ＡＣ 13.29

6 351 雨宮　拓美(1) ｱﾒﾐﾔ ﾀｸﾐ 山梨 一宮陸上スポ少 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 13:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



中学生男子400m

山梨県中学記録(YJ)      48.52     堀越　勇介(富浜中)                    1988

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 743 樋口　景(3) ﾋｸﾞﾁ ｹｲ 山梨 未来の森ＡＣ 55.16

2 6 160 荻野　慧人(3) ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ 山梨 大国陸上クラブ 55.61

3 4 463 安田　壮太(2) ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨 大国陸上クラブ 57.54

4 5 462 石川　稜(2) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨 大国陸上クラブ 59.56

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 12:00 決勝

凡例 



中学生男子1000m

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 467 藤巻　輝(2) ﾌｼﾞﾏｷ ﾋｶﾙ 山梨 大国陸上クラブ 2:44.76

2 1 462 石川　稜(2) ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 山梨 大国陸上クラブ 3:07.47

3 5 1501 早川　青空(2) ﾊﾔｶﾜ ｱｵｿﾞﾗ 山梨 富士学苑中 3:29.17

4 3 1503 榊　碧人(1) ｻｶｷ ｱｵﾄ 山梨 富士学苑中 3:31.62

2 200 藤巻　輝(2) ﾌｼﾞﾏｷ ﾋｶﾙ 山梨 山梨大附属中 DNS

6 465 菊池遼河(1) ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 山梨 大国陸上クラブ DNS

7 351 雨宮　拓美(1) ｱﾒﾐﾔ ﾀｸﾐ 山梨 一宮陸上スポ少 DNS

8 1502 日下部　航介(1) ｸｻｶﾍﾞ ｺｳｽｹ 山梨 富士学苑中 DNS

9 352 原田　季一(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾄｷﾋﾄ 山梨 一宮陸上スポ少 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 14:55 決勝

凡例  DNS:欠場



中学生男子走幅跳

山梨県中学記録(YJ)      6m96      佐々木　孝樹(都留第一中)              2005

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 5m89 5m84 × 5m89 2 5m78 5m44 5m68 5m89
1 1 471 三枝　郁也(3) 大国陸上クラブ +2.6 +1.4 +2.6 +2.7 +1.2 +0.4 +2.6

ﾐﾔﾀ ｹﾝﾄ 山梨 5m24 5m31 × 5m31 1 5m17 5m03 4m91 5m31
2 2 474 宮田　健登(3) 大国陸上クラブ +2.3 +0.3 +0.3 +0.7 +1.1 +0.6 +0.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山梨
3 476 渡邊　黎旺(3) 大国陸上クラブ DNS

ｵﾏﾀ ﾖｳ 山梨
4 561 小俣　洋(1) 大月AC DNS

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

9月10日 15:30 決勝

凡例  DNS:欠場



小学生男子100m

山梨県小学記録(YS)      12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991

予選 13組0着＋16

1組 風:-0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 2 105 塚田　海澪(5) ﾂｶﾀﾞ ﾐﾚｲ 山梨 中村塾 14.94 q
2 4 70 山田　駿(6) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 山梨 北西陸上クラブ 15.41
3 1 1 内藤　萌(5) ﾅｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 山梨 大国陸上クラブ 16.15
4 8 295 望月 景太(6) ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲﾀ 山梨 南アルプスＡＣ 16.48
5 7 185 内田　輝正(5) ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ 山梨 白根東AC 16.77
6 6 358 雨宮　直樹(5) ｱﾒﾐﾔ ﾅｵｷ 山梨 一宮陸上スポ少 17.38
7 5 258 内藤 恵太(3) ﾅｲﾄｳ ｹｲﾀ 山梨 南アルプスＡＣ 18.52
8 3 263 小池 直幸(3) ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ 山梨 南アルプスＡＣ 19.08

2組 風:-0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 76 石原　巧(6) ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨 北西陸上クラブ 14.65 q
2 1 266 樋口 壮人(6) ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨 南アルプスＡＣ 15.16 q
3 7 504 寺戸　翼(5) ﾃﾗﾄﾞ ﾀｽｸ 山梨 ナカムラAC 15.38
4 6 204 三井　陽斗(5) ﾐﾂｲ ﾊﾙﾄ 山梨 白根東AC 16.04
5 2 31 遠藤　欽太(5) ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾝﾀ 山梨 フリースタイル 16.24
6 8 8 近藤　忍(6) ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾝ 山梨 大国陸上クラブ 16.92
7 4 118 青柳　真尋(3) ｱｵﾔｷﾞ　ﾏﾋﾛ 山梨 中村塾 17.73

3 360 松村　知哉(5) ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ 山梨 一宮陸上スポ少 DNS

3組 風:-0.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 2 27 川和田　龍聖(6) ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 大国陸上クラブ 14.51 q
2 4 142 羽入田　直斗(6) ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 大月AC 14.65 q
3 5 269 内藤 悠稀(6) ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨 南アルプスＡＣ 15.29
4 8 280 野呂瀬 瑞希(4) ﾉﾛｾ ﾐｽﾞｷ 山梨 南アルプスＡＣ 16.18
5 7 461 窪田　冠太(5) ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ 山梨 未来の森ＡＣ 16.60
6 3 69 新田　和輝(6) ﾆｯﾀ ｶｽﾞｷ 山梨 北西陸上クラブ 16.70
7 6 353 梶原　俊輔(5) ｶｼﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 山梨 一宮陸上スポ少 17.41

1 112 荻原　那和(3) ｵｷﾞﾊﾗ　ﾅｵ 山梨 中村塾 DNS

4組 風:-2.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 460 坂本　壮平(5) ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨 未来の森ＡＣ 14.36 q
2 3 278 羽田 虎太郎(4) ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨 南アルプスＡＣ 15.40
3 2 10 岩瀬　大周(6) ｲﾜｾ ﾀｲｼｭｳ 山梨 大国陸上クラブ 15.83
4 6 365 広瀬　堅也(4) ﾋﾛｾ ｶﾀﾔ 山梨 一宮陸上スポ少 17.15
5 1 255 横内 晴人(4) ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾋﾄ 山梨 南アルプスＡＣ 18.07
6 8 67 秋山　翔(5) ｱｷﾔﾏ ｶｹﾙ 山梨 北西陸上クラブ 18.50

5 262 川窪 康生(3) ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨 南アルプスＡＣ DNS
7 113 荻原　伶和(1) ｵｷﾞﾊﾗ　ﾚｵ 山梨 中村塾 DNS

5組 風:-2.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 104 水上　陽仁(5) ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ 山梨 中村塾 15.19 q
2 1 274 石川 伶音(6) ｲｼｶﾜ ﾚｵﾝ 山梨 南アルプスＡＣ 15.87
3 3 359 土屋　雅也(5) ﾂﾁﾔ ﾏｻﾔ 山梨 一宮陸上スポ少 16.14
4 5 268 中込 隆貴(6) ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｭｳｷ 山梨 南アルプスＡＣ 16.51
5 8 192 中込　壱(5) ﾅｶｺﾞﾐ ｶｽﾞ 山梨 白根東AC 17.21
6 6 63 横山　裕陸(5) ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 山梨 北西陸上クラブ 17.67
7 2 11 加藤　隆之介(6) ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 大国陸上クラブ 17.99
8 7 286 半田　誠志郎(4) ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 山梨 南アルプスＡＣ 18.21

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 09:35 予選

9月10日 13:25 決勝

凡例  DNS:欠場



小学生男子100m

山梨県小学記録(YS)      12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 09:35 予選

9月10日 13:25 決勝

6組 風:-0.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 273 伊藤 裕哉(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 山梨 南アルプスＡＣ 15.06 q
2 5 81 荻野　恭輔(6) ｵｷﾞﾉ ｷｮｳｽｹ 山梨 北西陸上クラブ 16.01
3 2 287 田所 直也(5) ﾀﾄﾞｺﾛ ﾅｵﾔ 山梨 南アルプスＡＣ 16.38
4 8 507 村松　星哉(4) ﾑﾗﾏﾂ ｾｲﾔ 山梨 ナカムラAC 16.71
5 4 15 深美　慶一(6) ﾌｶﾐ ｹｲｲﾁ 山梨 大国陸上クラブ 16.98
6 3 356 野中　勇汰(5) ﾉﾅｶ ﾕｳﾀ 山梨 一宮陸上スポ少 17.08
7 1 186 芦澤　伊織(5) ｱｼｻﾞﾜ ｲｵﾘ 山梨 白根東AC 17.27
8 7 115 根津　舜昌(1) ﾈﾂﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨 中村塾 19.76

7組 風:-0.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 8 13 藤本　真生(6) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山梨 大国陸上クラブ 15.25
2 6 357 山口　祐冊(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨 一宮陸上スポ少 16.34
3 5 117 吉澤　大聖(4) ﾖｼｻﾞﾜ　ﾀｲｾｲ 山梨 中村塾 16.43
4 7 271 津久井 恵斗(6) ﾂｸｲ ｹｲﾄ 山梨 南アルプスＡＣ 16.62
5 3 72 篠原　麓(5) ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ 山梨 北西陸上クラブ 16.65
6 2 33 神戸　秀哉(5) ｺﾞｳﾄﾞ ｼｭｳﾔ 山梨 フリースタイル 17.19
7 1 506 名取　翔琉(4) ﾅﾄﾘ ｶｹﾙ 山梨 ナカムラAC 17.19
8 4 46 依田　慎之介(5) ﾖﾀﾞ　ｼﾝﾉｽｹ 山梨 白根東AC 19.44

8組 風:+0.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 453 野村　涼(6) ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 未来の森ＡＣ 12.79 q
2 1 101 若杉　寛幸(6) ﾜｶｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨 中村塾 15.55
3 8 17 森田　克馬(4) ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 山梨 大国陸上クラブ 16.57
4 7 77 丸山　大貴(6) ﾏﾙﾔﾏ　ﾀﾞｲｷ 山梨 北西陸上クラブ 17.09
5 3 259 笹本 侑(3) ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ 山梨 南アルプスＡＣ 17.26
6 2 110 青木　秀磨(4) ｱｵｷ　ｼｭｳﾏ 山梨 中村塾 17.37
7 4 366 小林佑平(4) ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｳﾍｲ 山梨 一宮陸上スポ少 18.23

6 361 荻原　笙太(4) ｵｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 山梨 一宮陸上スポ少 DNS

9組 風:-0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 2 114 廣瀬　錬哉(6) ﾋﾛｾ　ﾚﾝﾔ 山梨 中村塾 12.72 q
2 7 503 村松　由翔(5) ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 山梨 ナカムラAC 15.20
3 5 264 望月 悠斗(6) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 山梨 南アルプスＡＣ 15.66
4 1 28 宮本　湧也(6) ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 山梨 大国陸上クラブ 16.10
5 6 80 飯村　蓮(6) ｲｲﾑﾗ ﾚﾝ 山梨 北西陸上クラブ 16.58
6 3 193 加茂　優樹(5) ｶﾓ ﾕｳｷ 山梨 白根東AC 17.60
7 8 34 小野　裕結生(5) ｵﾉ ﾕｳｲ 山梨 フリースタイル 17.84

4 368 山本康太(3) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 山梨 一宮陸上スポ少 DNS

10組 風:-0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 1 102 日原　翔夢(6) ﾋﾊﾗ ﾄﾑ 山梨 中村塾 14.06 q
2 5 459 雨宮　健仁(6) ｱﾒﾐﾔ ﾀｹﾄ 山梨 未来の森ＡＣ 14.58 q
3 2 111 大村　拓矢(4) ｵｵﾑﾗ　ﾀｸﾔ 山梨 中村塾 16.07
4 7 6 菅沼　俊哉(4) ｶﾂﾇﾏ ｼｭﾝﾔ 山梨 大国陸上クラブ 16.32
5 4 277 藤井 佑成(4) ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨 南アルプスＡＣ 16.66
6 8 251 三枝 史弥(5) ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 南アルプスＡＣ 17.07
7 6 68 小澤　誠樹(6) ｵｻﾞﾜ ｾｲｷ 山梨 北西陸上クラブ 17.73
8 3 367 風間亮佑(3) ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 山梨 一宮陸上スポ少 18.15

凡例  DNS:欠場



小学生男子100m

山梨県小学記録(YS)      12.35     山内　亮太(猿橋小)                    1991

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 09:35 予選

9月10日 13:25 決勝

11組 風:-0.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 2 501 土屋　拓斗(6) ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨 ナカムラAC 13.48 q
2 8 283 小池 優孝(6) ｺｲｹ ﾕﾀｶ 山梨 南アルプスＡＣ 16.38
3 7 32 田中　哲史(5) ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 山梨 フリースタイル 16.47
4 5 71 小林　弘基(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 山梨 北西陸上クラブ 16.77
5 3 119 青柳　日嘉(2) ｱｵﾔｷﾞ　ﾆﾁｶ 山梨 中村塾 16.80
6 1 254 中込 将太朗(4) ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 南アルプスＡＣ 17.18
7 4 362 藤木　柊成(4) ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨 一宮陸上スポ少 17.87

6 289 弘中　玲央(3) ﾋﾛﾅｶ ﾚｵ 山梨 南アルプスＡＣ DNS

12組 風:-0.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 7 458 今井　貫人(6) ｲﾏｲ ｶﾝﾄ 山梨 未来の森ＡＣ 14.15 q
2 2 106 岩崎　世那(4) ｲﾜｻｷ ｾﾅ 山梨 中村塾 15.78
3 6 20 小林　拓登(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨 大国陸上クラブ 16.52
4 5 18 岩瀬　大知(4) ｲﾜｾ ﾀﾞｲﾁ 山梨 大国陸上クラブ 17.60
5 1 505 衣川　祥平(4) ｷﾇｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ナカムラAC 18.33
6 3 78 淺川　綾汰(4) ｱｻｶﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨 北西陸上クラブ 19.21

4 354 長谷川　賢人(5) ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 山梨 一宮陸上スポ少 DNS
8 276 石塚 翔矢(5) ｲｼﾂﾞｶ ｼｮｳﾔ 山梨 南アルプスＡＣ DNS

13組 風:-1.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 454 武藤　勝一(6) ﾑﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 山梨 未来の森ＡＣ 14.39 q
2 4 164 髙坂　佳希(6) ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ 山梨 大月AC 14.71 q
3 8 103 内藤　　 丈(6) ﾅｲﾄｳ ｼﾞｮｳ 山梨 中村塾 15.25
4 2 203 功刀　滉二郎(5) ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 山梨 白根東AC 15.99
5 1 3 小野　健太(4) ｵﾉ ｹﾝﾀ 山梨 大国陸上クラブ 16.93
6 7 65 丸山　貫太(2) ﾏﾙﾔﾏ ｶﾝﾀ 山梨 北西陸上クラブ 18.88
7 6 355 村松　稜介(5) ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 山梨 一宮陸上スポ少 18.91

5 275 深澤 恵介(5) ﾌｶｻﾜ ｹｲｽｹ 山梨 南アルプスＡＣ DNS

決勝 2組

1組 風:-1.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 76 石原　巧(6) ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨 北西陸上クラブ 14.43
2 6 142 羽入田　直斗(6) ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 大月AC 14.60
3 5 459 雨宮　健仁(6) ｱﾒﾐﾔ ﾀｹﾄ 山梨 未来の森ＡＣ 14.66
4 3 164 髙坂　佳希(6) ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ 山梨 大月AC 14.73
5 2 104 水上　陽仁(5) ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ 山梨 中村塾 14.94
6 8 105 塚田　海澪(5) ﾂｶﾀﾞ ﾐﾚｲ 山梨 中村塾 15.08
7 1 266 樋口 壮人(6) ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨 南アルプスＡＣ 15.11
8 7 273 伊藤 裕哉(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 山梨 南アルプスＡＣ 15.18

2組 風:+0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 453 野村　涼(6) ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 未来の森ＡＣ 12.71
2 5 114 廣瀬　錬哉(6) ﾋﾛｾ　ﾚﾝﾔ 山梨 中村塾 12.77
3 6 501 土屋　拓斗(6) ﾂﾁﾔ ﾀｸﾄ 山梨 ナカムラAC 13.33
4 7 458 今井　貫人(6) ｲﾏｲ ｶﾝﾄ 山梨 未来の森ＡＣ 14.00
5 3 102 日原　翔夢(6) ﾋﾊﾗ ﾄﾑ 山梨 中村塾 14.10
6 8 460 坂本　壮平(5) ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨 未来の森ＡＣ 14.17
7 1 454 武藤　勝一(6) ﾑﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 山梨 未来の森ＡＣ 14.29
8 2 27 川和田　龍聖(6) ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 大国陸上クラブ 14.40

凡例  DNS:欠場



小学生男子1000m

山梨県小学記録(YS)      2:56.62   深沢　　優(山梨陸友クラブ)            2006

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 22 264 望月 悠斗(6) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 山梨 南アルプスＡＣ 3:12.63

2 5 102 日原　翔夢(6) ﾋﾊﾗ ﾄﾑ 山梨 中村塾 3:21.26

3 17 103 内藤　　 丈(6) ﾅｲﾄｳ ｼﾞｮｳ 山梨 中村塾 3:24.37

4 20 20 小林　拓登(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨 大国陸上クラブ 3:26.51

5 12 278 羽田 虎太郎(4) ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨 南アルプスＡＣ 3:27.64

6 19 274 石川 伶音(6) ｲｼｶﾜ ﾚｵﾝ 山梨 南アルプスＡＣ 3:28.02

7 13 13 藤本　真生(6) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山梨 大国陸上クラブ 3:44.44

8 7 191 渡辺　大智(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲﾁ 山梨 白根東AC 3:44.80

9 24 76 石原　巧(6) ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨 北西陸上クラブ 3:46.70

10 4 31 遠藤　欽太(5) ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾝﾀ 山梨 フリースタイル 3:47.56

11 3 268 中込 隆貴(6) ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｭｳｷ 山梨 南アルプスＡＣ 3:47.68

12 8 271 津久井 恵斗(6) ﾂｸｲ ｹｲﾄ 山梨 南アルプスＡＣ 3:48.20

13 11 69 新田　和輝(6) ﾆｯﾀ ｶｽﾞｷ 山梨 北西陸上クラブ 3:49.60

14 23 2 菊池　宙河(5) ｷｸﾁ ﾐﾁｶ 山梨 大国陸上クラブ 3:52.96

15 6 280 野呂瀬 瑞希(4) ﾉﾛｾ ﾐｽﾞｷ 山梨 南アルプスＡＣ 3:55.17

16 2 72 篠原　麓(5) ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ 山梨 北西陸上クラブ 3:56.24

17 1 353 梶原　俊輔(5) ｶｼﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 山梨 一宮陸上スポ少 3:57.65

18 15 32 田中　哲史(5) ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 山梨 フリースタイル 3:58.18

19 9 81 荻野　恭輔(6) ｵｷﾞﾉ ｷｮｳｽｹ 山梨 北西陸上クラブ 3:59.14

20 14 15 深美　慶一(6) ﾌｶﾐ ｹｲｲﾁ 山梨 大国陸上クラブ 4:00.03

21 18 3 小野　健太(4) ｵﾉ ｹﾝﾀ 山梨 大国陸上クラブ 4:06.77

22 25 18 岩瀬　大知(4) ｲﾜｾ ﾀﾞｲﾁ 山梨 大国陸上クラブ 4:09.40

23 21 362 藤木　柊成(4) ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨 一宮陸上スポ少 4:21.11

24 16 67 秋山　翔(5) ｱｷﾔﾏ ｶｹﾙ 山梨 北西陸上クラブ 4:29.24

10 8 近藤　忍(6) ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾝ 山梨 大国陸上クラブ DNS

2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 14 7 藤巻　天(6) ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｶｼ 山梨 大国陸上クラブ 3:14.06

2 23 10 岩瀬　大周(6) ｲﾜｾ ﾀｲｼｭｳ 山梨 大国陸上クラブ 3:14.59

3 4 22 橘田　大河(5) ｷｯﾀ ﾀｲｶﾞ 山梨 大国陸上クラブ 3:14.77

4 24 17 森田　克馬(4) ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 山梨 大国陸上クラブ 3:19.83

5 20 359 土屋　雅也(5) ﾂﾁﾔ ﾏｻﾔ 山梨 一宮陸上スポ少 3:26.40

6 19 269 内藤 悠稀(6) ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 山梨 南アルプスＡＣ 3:29.04

7 18 24 橘田　翔(3) ｷｯﾀ ｼｮｳ 山梨 大国陸上クラブ 3:37.08

8 10 456 神田　朋武(6) ｶﾝﾀﾞ ﾄﾑ 山梨 未来の森ＡＣ 3:39.45

9 1 167 小林　和樹(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山梨 大月AC 3:49.13

10 25 71 小林　弘基(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 山梨 北西陸上クラブ 3:57.40

11 3 116 中楯　健太(4) ﾅｶﾀﾞﾃ　ｹﾝﾀ 山梨 中村塾 3:58.34

12 15 80 飯村　蓮(6) ｲｲﾑﾗ ﾚﾝ 山梨 北西陸上クラブ 3:59.52

13 9 63 横山　裕陸(5) ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 山梨 北西陸上クラブ 4:01.46

14 17 295 望月 景太(6) ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲﾀ 山梨 南アルプスＡＣ 4:08.39

15 2 6 菅沼　俊哉(3) ｶﾂﾇﾏ ｼｭﾝﾔ 山梨 大国陸上クラブ 4:10.37

16 21 70 山田　駿(6) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 山梨 北西陸上クラブ 4:12.59

17 8 34 小野　裕結生(5) ｵﾉ ﾕｳｲ 山梨 フリースタイル 4:18.55

18 6 35 金子　智亮(5) ｶﾈｺ ﾄﾓｱｷ 山梨 フリースタイル 4:21.11

19 12 75 清水　裕愛(2) ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾄ 山梨 北西陸上クラブ 4:24.18

20 13 68 小澤　誠樹(6) ｵｻﾞﾜ ｾｲｷ 山梨 北西陸上クラブ 4:33.56

21 11 184 小野　富生(5) ｵﾉ ﾄﾐｷ 山梨 白根東AC 4:33.65

22 7 78 淺川　綾汰(4) ｱｻｶﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨 北西陸上クラブ 4:47.76

5 41 有泉　蒼太(4) ｱﾘｲｽﾞﾐ ｿｳﾀ 山梨 フリースタイル DNS

16 354 長谷川　賢人(5) ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 山梨 一宮陸上スポ少 DNS

22 112 荻原　那和(3) ｵｷﾞﾊﾗ　ﾅｵ 山梨 中村塾 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



小学生男子80mH

山梨県小学記録(YS)      12.33     小林　修太郎(大月AC)                  2007

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 風:+0.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 102 日原　翔夢(6) ﾋﾊﾗ ﾄﾑ 山梨 中村塾 13.46

2 6 458 今井　貫人(6) ｲﾏｲ ｶﾝﾄ 山梨 未来の森ＡＣ 13.66

3 5 164 髙坂　佳希(6) ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ 山梨 大月AC 14.96

4 7 101 若杉　寛幸(6) ﾜｶｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨 中村塾 15.56

5 3 502 志村　一成(6) ｼﾑﾗ ｲｯｾｲ 山梨 ナカムラAC 18.13

2組 風:+1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 167 小林　和樹(6) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山梨 大月AC 15.16

2 5 142 羽入田　直斗(6) ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 大月AC 15.39

3 6 461 窪田　冠太(5) ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾀ 山梨 未来の森ＡＣ 17.74

4 4 104 水上　陽仁(5) ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ 山梨 中村塾 17.99

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 12:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例 



小学生男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      50.60     雨宮･天野･北浦･小林(峡東クラブ)       1992 9月10日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 3組

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 未来の森ＡＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾Ａ・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 53.87 記録 54.26

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 ﾅｲﾄｳ ｼﾞｮｳ 山梨
1 453 野村　涼 未来の森ＡＣ 1 103 内藤　　 丈 中村塾

ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 山梨 ﾋﾛｾ　ﾚﾝﾔ 山梨
2 460 坂本　壮平 未来の森ＡＣ 2 114 廣瀬　錬哉 中村塾

ﾑﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 山梨 ﾜｶｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨
3 454 武藤　勝一 未来の森ＡＣ 3 101 若杉　寛幸 中村塾

ｲﾏｲ ｶﾝﾄ 山梨 ﾋﾊﾗ ﾄﾑ 山梨
4 458 今井　貫人 未来の森ＡＣ 4 102 日原　翔夢 中村塾

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クＡ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アＡＣ　Ｃ・山梨

3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 59.21 記録 1:02.43

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｶｼ 山梨 ﾊﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 山梨
1 7 藤巻　天 大国陸上クラブ 1 278 羽田　虎太朗 南アルプスＡＣ

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山梨 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾅｵﾔ 山梨
2 13 藤本　真生 大国陸上クラブ 2 287 田所　直也 南アルプスＡＣ

ｲﾜｾ ﾀｲｼｭｳ 山梨 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨
3 10 岩瀬　大周 大国陸上クラブ 3 277 藤井　佑成 南アルプスＡＣ

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ﾉﾛｾ ﾐｽﾞｷ 山梨
4 27 川和田　龍聖 大国陸上クラブ 4 280 野呂瀬　瑞希 南アルプスＡＣ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東AC　Ａ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北西陸上Ｃ・山梨

5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:04.49 記録 1:11.14

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 山梨 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 山梨
1 203 功刀　滉二郎 白根東ＡＣ 1 63 横山　裕陸 北西陸上

ﾐﾂｲ ﾊﾙﾄ 山梨 ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ 山梨
2 204 三井　陽斗 白根東ＡＣ 2 72 篠原　麓 北西陸上

ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ 山梨 ｱｷﾔﾏ ｶｹﾙ 山梨
3 185 内田　輝正 白根東ＡＣ 3 67 秋山　翔 北西陸上

ﾜﾀﾅﾍﾞﾀﾞｲﾁ 山梨 ｱｻｶﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨
4 191 渡辺　大智 白根東ＡＣ 4 78 淺川　綾汰 北西陸上

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮スポ少Ｃ・山梨

8 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例  DNS:欠場



小学生男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      50.60     雨宮･天野･北浦･小林(峡東クラブ)       1992 9月10日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アＡＣ　Ａ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北西陸上Ａ・山梨

1 8 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 58.62 記録 1:01.30

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ヒグチ アキト 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 山梨
1 266 樋口 壮人 南アルプスＡＣ 1 70 山田　駿 北西陸上

ナイトウ ユウキ 山梨 ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨
2 269 内藤 悠稀 南アルプスＡＣ 2 76 石原　巧 北西陸上

モチヅキ ユウト 山梨 ｵｷﾞﾉ ｷｮｳｽｹ 山梨
3 264 望月 悠斗 南アルプスＡＣ 3 81 荻野　恭輔 北西陸上

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 山梨 ｲｲﾑﾗ ﾚﾝ 山梨
4 273 伊藤 裕哉 南アルプスＡＣ 4 80 飯村　蓮 北西陸上

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クＣ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クＢ・山梨

3 3 ｺﾒﾝﾄ 4 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:04.42 記録 1:04.54

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵﾉ ｹﾝﾀ 山梨 ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨
1 3 小野　健太 大国陸上クラブ 1 11 加藤　隆之介 大国陸上クラブ

ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 山梨 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 山梨
2 17 森田　克馬 大国陸上クラブ 2 28 宮本　湧也 大国陸上クラブ

ｶﾂﾇﾏ ｼｭﾝﾔ 山梨 ﾌｶﾐ ｹｲｲﾁ 山梨
3 6 菅沼　俊哉 大国陸上クラブ 3 15 深美　慶一(6) 大国陸上クラブ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 山梨
4 20 小林　拓登 大国陸上クラブ 4 1 内藤　萌 大国陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮スポ少Ａ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東AC　Ｂ・山梨

5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:08.38 記録 1:11.79

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂﾁﾔ ﾏｻﾔ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ｶｽﾞ 山梨
1 359 土屋　雅也 一宮陸上スポ少 1 192 中込　壱 白根東ＡＣ

マツムラトモヤ 山梨 ｶﾓ ﾕｳｷ 山梨
2 360 松村　知哉 一宮陸上スポ少 2 193 加茂　優樹 白根東ＡＣ

ﾉﾅｶ ﾕｳﾀ 山梨 ｵﾉ ﾄﾐｷ 山梨
3 356 野中勇汰 一宮陸上スポ少 3 184 小野　富生 白根東ＡＣ

ヤマグチユウサク 山梨 ｱｼｻﾞﾜ ｲｵﾘ 山梨
4 357 山口　佑冊 一宮陸上スポ少 4 185 芦澤　伊織 白根東ＡＣ

凡例  DNS:欠場



小学生男子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      50.60     雨宮･天野･北浦･小林(峡東クラブ)       1992 9月10日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月AC・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ナカムラAC・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 58.24 記録 58.45

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 山梨 シムラ　イッセイ 山梨
1 167 小林　和樹 大月ＡＣ 1 502 志村　一成 ナカムラAC

ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ 山梨 ムラマツ　ユウト 山梨
2 164 髙坂　佳希 大月ＡＣ 2 503 村松　由翔 ナカムラAC

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 山梨 テラド　タスク 山梨
3 172 小林　大雅 大月ＡＣ 3 504 寺戸　翼 ナカムラAC

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 ツチヤ　タクト 山梨
4 142 羽入田　直斗 大月ＡＣ 4 501 土屋　拓斗 ナカムラAC

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾Ｂ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アＡＣ　Ｂ・山梨

3 3 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:00.30 記録 1:03.60

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵﾑﾗ　ﾀｸﾔ 山梨 ｺｲｹ ﾕﾀｶ 山梨
1 111 大村　拓矢 中村塾 1 283 小池　優孝 南アルプスＡＣ

ﾂｶﾀﾞ ﾐﾚｲ 山梨 ｲｼｶﾜ ﾚｵﾝ 山梨
2 105 塚田　海澪 中村塾 2 274 石川 伶音 南アルプスＡＣ

ｲﾜｻｷ ｾﾅ 山梨 ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｭｳｷ 山梨
3 106 岩崎　世那 中村塾 3 268 中込　隆貴 南アルプスＡＣ

ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ 山梨 ﾂｸｲ ｹｲﾄ 山梨
4 104 水上　陽仁 中村塾 4 271 津久井 恵斗 南アルプスＡＣ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北西陸上Ｂ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮スポ少Ｂ・山梨

5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:06.01 記録 1:11.73

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏﾙﾔﾏ　ﾀﾞｲｷ 山梨 ｶｼﾞﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 山梨
1 77 丸山　大貴 北西陸上 1 353 梶原　俊輔 一宮陸上スポ少

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 山梨 ﾋﾛｾ ｹﾝﾔ 山梨
2 71 小林　弘基 北西陸上 2 365 広瀬 堅也 一宮陸上スポ少

ﾆｯﾀ ｶｽﾞｷ 山梨 ﾌｼﾞｷ ｼｭｳｾｲ 山梨
3 69 新田　和輝 北西陸上 3 362 藤木 終成 一宮陸上スポ少

ｵｻﾞﾜ ｾｲｷ 山梨 ｱﾒﾐ ﾔﾅｵｷ 山梨
4 68 小澤　誠樹 北西陸上 4 358 雨宮　直樹 一宮陸上スポ少

凡例  DNS:欠場



小学生男子走幅跳

山梨県小学記録(YS)      5m39      秋山　哲一(増穂南小)                  1992
山梨県小学記録(YS)      5m39      内尾　将吾(四方津小)                  1998

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾉﾑﾗ ﾘｮｳ 山梨 4m24 4m12 4m03 4m24 8 4m33 4m56 4m49 4m56
1 53 453 野村　涼(6) 未来の森ＡＣ +0.9 +0.7 +0.6 +0.9 +2.0 0.0 +0.6 0.0

ﾜｶｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨 4m17 4m03 4m13 4m17 7 4m31 4m22 4m30 4m31
2 62 101 若杉　寛幸(6) 中村塾 +1.9 +1.1 +2.0 +1.9 +2.3 +1.2 +1.2 +2.3

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 山梨 × 3m72 3m84 3m84 5 3m77 4m01 4m12 4m12
3 46 273 伊藤 裕哉(6) 南アルプスＡＣ 0.0 +0.3 +0.3 +1.1 +2.1 +1.3 +1.3

ｶﾜﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 山梨 3m79 × 3m56 3m79 4 3m74 × 4m09 4m09
4 37 27 川和田　龍聖(6) 大国陸上クラブ +0.8 -0.7 +0.8 0.0 +1.1 +1.1

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵﾄ 山梨 × 3m99 3m87 3m99 6 × － － 3m99
5 36 142 羽入田　直斗(6) 大月AC +0.9 -0.5 +0.9 +0.9

ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ 山梨 2m66 3m30 3m66 3m66 3 × 3m34 2m98 3m66
6 48 277 藤井 佑成(4) 南アルプスＡＣ +0.4 -0.2 +1.3 +1.3 -0.2 +1.1 +1.3

ﾅｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 山梨 3m60 × 3m47 3m60 2 3m46 3m63 × 3m63
7 59 1 内藤　萌(5) 大国陸上クラブ +1.2 +0.6 +1.2 0.0 +1.8 +1.8

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｵ 山梨 3m42 3m59 × 3m59 1 × × × 3m59
8 9 13 藤本　真生(6) 大国陸上クラブ -0.3 0.0 0.0 0.0

ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 山梨 × × 3m58 3m58 3m58
9 61 76 石原　巧(6) 北西陸上クラブ +3.2 +3.2 +3.2

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 山梨 × 3m56 3m52 3m56 3m56
10 27 28 宮本　湧也(6) 大国陸上クラブ +1.0 +0.1 +1.0 +1.0

ﾏﾙﾔﾏ　ﾀﾞｲｷ 山梨 3m49 3m48 × 3m49 3m49
11 49 77 丸山　大貴(6) 北西陸上クラブ +0.3 +1.1 +0.3 +0.3

ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾏｻ 山梨 × × 3m45 3m45 3m45
12 26 457 桜井　大雅(6) 未来の森ＡＣ +0.3 +0.3 +0.3

ｸﾇｷﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 山梨 × 3m44 3m14 3m44 3m44
13 19 203 功刀　滉二郎(5) 白根東AC +0.4 -1.2 +0.4 +0.4

ｵｷﾞﾉ ｷｮｳｽｹ 山梨 3m42 3m42 3m06 3m42 3m42
14 22 81 荻野　恭輔(6) 北西陸上クラブ +0.8 +0.5 -1.5 +0.8 +0.5

ｱｼｻﾞﾜ ｲｵﾘ 山梨 3m25 3m25 3m41 3m41 3m41
15 3 186 芦澤　伊織(5) 白根東AC +1.7 -0.5 +0.4 +0.4 +0.4

ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾄ 山梨 3m40 3m07 3m19 3m40 3m40
16 11 266 樋口 壮人(6) 南アルプスＡＣ +0.8 -0.3 +0.9 +0.8 +0.8

ｲﾜｾ ﾀｲｼｭｳ 山梨 3m26 × 3m39 3m39 3m39
17 5 10 岩瀬　大周(6) 大国陸上クラブ -1.6 +0.8 +0.8 +0.8

ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 山梨 3m36 3m16 3m26 3m36 3m36
18 60 17 森田　克馬(4) 大国陸上クラブ +0.6 -0.3 +1.5 +0.6 +0.6

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 山梨 3m35 3m17 3m21 3m35 3m35
19 10 70 山田　駿(6) 北西陸上クラブ +0.9 +0.7 +0.9 +0.9 +0.9

ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ 山梨 3m35 3m12 2m90 3m35 3m35
20 30 185 内田　輝正(5) 白根東AC +1.9 +1.6 -0.8 +1.9 +1.9

ﾀｶｻｶ ﾖｼｷ 山梨 3m32 3m13 3m20 3m32 3m32
21 33 164 髙坂　佳希(6) 大月AC +0.7 0.0 -1.7 +0.7 +0.7

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲﾁ 山梨 × × 3m30 3m30 3m30
22 14 191 渡辺　大智(5) 白根東AC +0.2 +0.2 +0.2

ｵﾉ ｹﾝﾀ 山梨 3m29 × 3m03 3m29 3m29
23 54 3 小野　健太(4) 大国陸上クラブ +0.3 +0.5 +0.3 +0.3

ｻｻﾓﾄ ｱﾂﾑ 山梨 3m26 × 3m21 3m26 3m26
24 52 259 笹本 侑(3) 南アルプスＡＣ +1.5 +1.0 +1.5 +1.5

ｼﾉﾊﾗ ﾛｸ 山梨 3m26 3m05 × 3m26 3m26
25 17 72 篠原　麓(5) 北西陸上クラブ +0.1 -0.2 +0.1 +0.1

ｲﾜｾ ﾀﾞｲﾁ 山梨 2m92 3m26 3m00 3m26 3m26
26 63 18 岩瀬　大知(4) 大国陸上クラブ +2.1 +1.2 +1.9 +1.2 +1.2

ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾝ 山梨 3m22 × 3m19 3m22 3m22
27 24 8 近藤　忍(6) 大国陸上クラブ +0.8 -0.3 +0.8 +0.8

ｶﾂﾇﾏ ｼｭﾝﾔ 山梨 3m11 3m17 × 3m17 3m17
28 34 6 菅沼　俊哉(4) 大国陸上クラブ +0.9 -0.2 -0.2 -0.2

ｵｻﾞﾜ ｾｲｷ 山梨 × 3m14 2m92 3m14 3m14
29 6 68 小澤　誠樹(6) 北西陸上クラブ +0.9 +0.5 +0.9 +0.9

ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾙﾄ 山梨 2m79 3m04 3m12 3m12 3m12
30 41 104 水上　陽仁(5) 中村塾 +0.9 +0.9 -0.4 -0.4 -0.4

ｲｲﾑﾗ ﾚﾝ 山梨 2m97 3m11 2m80 3m11 3m11
31 45 80 飯村　蓮(6) 北西陸上クラブ -0.2 +1.3 +1.4 +1.3 +1.3

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

9月10日 10:30 決勝

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



小学生男子走幅跳

山梨県小学記録(YS)      5m39      秋山　哲一(増穂南小)                  1992
山梨県小学記録(YS)      5m39      内尾　将吾(四方津小)                  1998

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

9月10日 10:30 決勝

ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 山梨 3m10 × × 3m10 3m10
32 55 63 横山　裕陸(5) 北西陸上クラブ +0.1 +0.1 +0.1

ﾆｯﾀ ｶｽﾞｷ 山梨 2m96 2m81 2m59 2m96 2m96
33 12 69 新田　和輝(6) 北西陸上クラブ +0.7 +0.2 +0.6 +0.7 +0.7

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾅｵﾔ 山梨 2m89 2m83 2m73 2m89 2m89
34 1 287 田所 直也(5) 南アルプスＡＣ -0.4 +1.4 +1.7 -0.4 -0.4

ﾂｶﾀﾞ ﾐﾚｲ 山梨 2m87 × × 2m87 2m87
35 44 105 塚田　海澪(5) 中村塾 0.0 0.0 0.0

ﾅｶｺﾞﾐ ｶｽﾞ 山梨 2m60 2m86 2m53 2m86 2m86
36 56 192 中込　壱(5) 白根東AC +2.1 -0.9 +0.8 -0.9 -0.9

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ 山梨 2m50 2m71 2m85 2m85 2m85
37 15 357 山口　祐冊(5) 一宮陸上スポ少 -1.1 -0.1 +1.5 +1.5 +1.5

ｺｲｹ ﾕﾀｶ 山梨 2m74 × 2m80 2m80 2m80
38 13 283 小池 優孝(6) 南アルプスＡＣ +0.1 +0.5 +0.5 +0.5

ｺﾞｳﾄﾞ ｼｭｳﾔ 山梨 2m77 2m72 2m65 2m77 2m77
39 39 33 神戸　秀哉(5) フリースタイル +1.0 +1.3 +0.7 +1.0 +1.0

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 山梨 × 2m67 2m77 2m77 2m77
40 18 71 小林　弘基(6) 北西陸上クラブ +1.2 +0.3 +0.3 +0.3

ｷﾇｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 山梨 2m64 2m59 2m67 2m67 2m67
41 42 505 衣川　祥平(4) ナカムラAC 0.0 +1.0 +0.4 +0.4 +0.4

ｱｷﾔﾏ ｶｹﾙ 山梨 2m67 2m61 × 2m67 2m67
42 29 67 秋山　翔(5) 北西陸上クラブ +2.0 +1.0 +2.0 +2.0

ﾋﾛｾ ｶﾀﾔ 山梨 2m20 2m64 2m37 2m64 2m64
43 4 365 広瀬　堅也(4) 一宮陸上スポ少 +0.1 +1.1 +0.9 +1.1 +1.1

ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 山梨 2m57 2m10 × 2m57 2m57
44 25 11 加藤　隆之介(6) 大国陸上クラブ +0.8 0.0 +0.8 +0.8

ｺｲｹ ﾅｵﾕｷ 山梨 2m20 2m51 2m28 2m51 2m51
45 51 263 小池 直幸(3) 南アルプスＡＣ +0.7 +0.9 +1.6 +0.9 +0.9

ﾅｲﾄｳ ｹｲﾀ 山梨 2m43 × × 2m43 2m43
46 16 258 内藤 恵太(3) 南アルプスＡＣ -0.5 -0.5 -0.5

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾝﾀ 山梨 × 2m26 × 2m26 2m26
47 21 65 丸山　貫太(2) 北西陸上クラブ +1.1 +1.1 +1.1

ｱﾒﾐﾔ ﾅｵｷ 山梨 × 2m25 2m05 2m25 2m25
48 2 358 雨宮　直樹(5) 一宮陸上スポ少 +0.8 +0.6 +0.8 +0.8

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｳﾍｲ 山梨 2m10 2m23 × 2m23 2m23
49 38 366 小林佑平(4) 一宮陸上スポ少 +0.9 +0.3 +0.3 +0.3

ﾈﾂﾞ ｼｭﾝｽｹ 山梨 × 2m14 2m17 2m17 2m17
50 31 115 根津　舜昌(1) 中村塾 +0.4 -0.7 -0.7 -0.7

ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾋﾄ 山梨 × × 2m15 2m15 2m15
51 47 255 横内 晴人(4) 南アルプスＡＣ +0.1 +0.1 +0.1

ﾉﾅｶ ﾕｳﾀ 山梨 2m13 × 2m10 2m13 2m13
52 28 356 野中　勇汰(5) 一宮陸上スポ少 0.0

ｱｻｶﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨 × 2m11 2m05 2m11 2m11
53 35 78 淺川　綾汰(4) 北西陸上クラブ 0.0 -1.0 0.0 0.0

ﾅｶｺﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 山梨 2m07 × × 2m07 2m07
54 7 254 中込 将太朗(4) 南アルプスＡＣ -1.3 -1.3 -1.3

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 山梨 × × ×
23 355 村松　稜介(5) 一宮陸上スポ少 NM

ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 山梨
8 73 丸山　和成(4) 北西陸上クラブ DNS

ﾌｶｻﾜ ｹｲｽｹ 山梨
20 275 深澤 恵介(5) 南アルプスＡＣ DNS

ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾓﾔ 山梨
32 360 松村　知哉(5) 一宮陸上スポ少 DNS

ｶﾜｸﾎﾞ ｺｳｾｲ 山梨
40 262 川窪 康生(3) 南アルプスＡＣ DNS

ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨
43 251 三枝 史弥(5) 南アルプスＡＣ DNS

ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｶﾄ 山梨
50 290 中込 貴人(4) 南アルプスＡＣ DNS

ｵｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 山梨
57 361 荻原　笙太(4) 一宮陸上スポ少 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般・高校女子100m

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010

山梨県高校記録(YH)      12.11     松野　佳奈(甲府商業高)                2008

予選 8組0着＋16

1組 風:-2.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 6 3324 佐野　夢加 ｻﾉ ﾕﾒｶ 山梨 都留文科大職員 12.22 q
2 4 12 長倉　由佳 ﾅｶﾞｸﾗ ﾕｶ 静岡 静岡陸協 12.61 q
3 2 127 勝俣　有理(2) ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 巨摩高 13.10 q
4 3 400 小澤　詩織(3) ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 駿台甲府高 13.13 q
5 8 154 井上　愛梨(2) ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 巨摩高 13.33 q
6 1 278 大神田南海(1) ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 桂高 13.40 q
7 7 6580 髙須　知香梨(4) ﾀｶｽ ﾁｶﾘ 宮崎 都留文科大 13.67 q

5 412 寺本　有那(1) ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 駿台甲府高 DNS

2組 風:-1.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 1 435 剱持　早紀(2) ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 学院大附属高 13.11 q
2 8 498 原田　真衣(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 山梨 巨摩高 13.63 q
3 7 413 小川　詩織(1) ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 駿台甲府高 13.78 q
4 4 534 小柳　里織(1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨 都留高 13.87
5 3 110 世古口　聖花(1) ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨 甲府昭和高 13.93
6 5 69 竹田　有里(2) ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨 甲府南高 14.33

2 299 都倉　瑞生(2) ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 桂高 DNS
6 496 竹野　芙紀(1) ﾀｹﾉ ﾌｷ 山梨 巨摩高 DNS

3組 風:-1.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 153 甘利　渚(2) ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 巨摩高 13.33 q
2 1 71 橋本　葵(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨 甲府南高 13.70 q
3 8 417 田中　那実(2) ﾀﾅｶ ﾅﾐ 山梨 学院大附属高 13.70 q
4 7 138 村上　史奈(1) ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 巨摩高 13.92
5 6 532 山口　ほのか(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 山梨 甲府昭和高 14.53
6 2 241 岩下　真子(2) ｲﾜｼﾀ ﾏｺ 山梨 塩山高 14.62

3 416 杉山　愛海(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨 学院大附属高 DNS
5 168 松山　木綿紀(3) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 増穂商業高 DNS

4組 風:-1.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 398 雨宮　咲希(3) ｱﾒﾐﾔ ｻｷ 山梨 駿台甲府高 13.38 q
2 4 152 秋山　来恵(2) ｱｷﾔﾏ ｷｴ 山梨 巨摩高 14.15
3 2 64 川崎　渚(1) ｶﾜｻｷ ﾅｷﾞｻ 山梨 甲府西高 14.68

5 283 坂本　明里(1) ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ 山梨 桂高 DNS
6 137 深沢　果夏(1) ﾌｶｻﾜ ｶﾅ 山梨 巨摩高 DNS
7 259 井上　和(2) ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨 都留高 DNS
8 331 保坂　史絵(1) ﾎｻｶ ﾌﾐｴ 山梨 富士河口湖高 DNS

5組 風:-1.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 8 296 小山　沙緒理(2) ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 山梨 桂高 14.15
2 4 65 川崎　七海(1) ｶﾜｻｷ ﾅﾅﾐ 山梨 甲府西高 14.53
3 6 250 伊藤　梨奈(2) ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 都留高 14.64
4 5 239 古屋　理絵(2) ﾌﾙﾔ ﾘｴ 山梨 塩山高 15.05
5 2 166 松永　夏穂(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾎ 山梨 増穂商業高 15.20

3 497 長谷部　いずみ(1) ﾊｾﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 巨摩高 DNS
7 67 西海　美優(2) ﾆｼｶﾞｲ ﾐﾕｳ 山梨 甲府南高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 10:15 予選

9月10日 15:35 決勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子100m

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010

山梨県高校記録(YH)      12.11     松野　佳奈(甲府商業高)                2008

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 10:15 予選

9月10日 15:35 決勝

6組 風:-0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 421 大久保　由佳(1) ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 山梨 学院大附属高 13.63 q
2 2 280 廣瀬　梨帆(1) ﾋﾛｾ ﾘﾎ 山梨 桂高 14.42
3 7 226 夏八木　かな(1) ﾅﾂﾔｷﾞ ｶﾅ 山梨 山梨高 14.55
4 5 171 ｶﾞﾚﾘｱﾉ　ｱｹﾐ(1) ｶﾞﾘﾚｱﾉ ｱｹﾐ 山梨 増穂商業高 14.79
5 3 243 廣瀬  彩(1) ﾋﾛｾ ｱﾔ 山梨 塩山高 15.42
6 8 491 井田　菜月(1) ｲﾀﾞ ﾅﾂｷ 山梨 甲府南高 15.91

6 68 小林　真里奈(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 山梨 甲府南高 DNS

7組 風:+1.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 8 555 風間　加菜(1) ｶｻﾞﾏ ｶﾅ 山梨 甲府昭和高 14.93
2 6 342 外川　仁美(2) ﾄｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 山梨 富士河口湖高 14.96
3 2 471 杉本　富美乃(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾌﾐﾉ 山梨 富士学苑高 15.41
4 4 227 大江　真由(1) ｵｵｴ ﾏﾕ 山梨 山梨高 16.47

3 492 櫻井　愛弓(1) ｻｸﾗｲ ｱﾐ 山梨 甲府南高 DNS
5 516 秋山　琴美(2) ｱｷﾔﾏ　ｺﾄﾐ 山梨 笛吹高 DNS
7 284 城之内さやか(1) ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ｻﾔｶ 山梨 桂高 DNS

8組 風:0.0
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 470 宮下　ゆい(2) ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 富士学苑高 13.79 q
2 8 133 村松　安綺奈(2) ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾅ 山梨 巨摩高 13.82
3 7 273 蔦木　望都(2) ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨 桂高 13.94
4 2 260 小俣　友梨恵(2) ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨 都留高 14.05
5 4 553 志村　茉優(1) ｼﾑﾗ ﾏﾕ 山梨 甲府昭和高 14.22
6 5 458 阿部　美佑(1) ｱﾍﾞ ﾐﾕｳ 山梨 日大明誠高 14.79
7 6 332 三浦　希美(1) ﾐｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 山梨 富士河口湖高 15.11

決勝 2組

1組 風:-2.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 278 大神田南海(1) ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 桂高 13.28
2 6 6580 髙須　知香梨(4) ﾀｶｽ ﾁｶﾘ 宮崎 都留文科大 13.68
3 5 498 原田　真衣(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲ 山梨 巨摩高 13.74
4 7 417 田中　那実(2) ﾀﾅｶ ﾅﾐ 山梨 学院大附属高 13.74
5 8 71 橋本　葵(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨 甲府南高 13.89
6 1 470 宮下　ゆい(2) ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 富士学苑高 13.91
7 4 421 大久保　由佳(1) ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 山梨 学院大附属高 14.02
8 2 413 小川　詩織(1) ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 駿台甲府高 14.06

2組 風:-2.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 3324 佐野　夢加 ｻﾉ ﾕﾒｶ 山梨 都留文科大職員 12.25
2 4 12 長倉　由佳 ﾅｶﾞｸﾗ ﾕｶ 静岡 静岡陸協 12.51
3 8 400 小澤　詩織(3) ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 駿台甲府高 12.97
4 5 127 勝俣　有理(2) ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 巨摩高 13.13
5 2 154 井上　愛梨(2) ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 巨摩高 13.23
6 6 435 剱持　早紀(2) ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 学院大附属高 13.28
7 7 153 甘利　渚(2) ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 巨摩高 13.36
8 1 398 雨宮　咲希(3) ｱﾒﾐﾔ ｻｷ 山梨 駿台甲府高 13.51

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子400m

山梨県記録(YR)          55.07     上田  千暁(都留文科大)                2007
山梨県高校記録(YH)      56.22     山口　初乃香(駿台甲府高)              2010

ﾀｲﾑﾚｰｽ 4組

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 7201 野口　彩夏(1) ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 山梨 山梨学院大 1:03.13

2 4 134 横山　啓(2) ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛ 山梨 巨摩高 1:06.12

3 5 414 清水　彩也子(1) ｼﾐｽﾞ ｻﾔｺ 山梨 駿台甲府高 1:07.73

4 7 273 蔦木　望都(2) ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨 桂高 1:07.95

5 8 342 外川　仁美(2) ﾄｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 山梨 富士河口湖高 1:09.79

2 248 井上　愛子(1) ｲﾉｳｴ ｱｲｺ 山梨 都留高 DNS

3 4 宮坂　莉緒(2) ﾐﾔｻｶ ﾘｵ 山梨 北杜高 DNS

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 410 中根　舞(2) ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨 駿台甲府高 1:00.72

2 6 279 柏木　真央(1) ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨 桂高 1:02.09

3 3 534 小柳　里織(1) ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨 都留高 1:07.35

4 7 139 坂巻　奈穂(1) ｻｶﾏｷ ﾅﾎ 山梨 巨摩高 1:07.59

5 8 417 田中　那実(2) ﾀﾅｶ ﾅﾐ 山梨 学院大附属高 1:08.72

6 2 381 澤村　彩夏(1) ｻﾜﾑﾗ ｱﾔｶ 山梨 富士北稜高 1:12.05

7 4 332 三浦　希美(1) ﾐｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 山梨 富士河口湖高 1:15.31

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 400 小澤　詩織(3) ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 駿台甲府高 1:01.22

2 4 519 山田　璃奈(2) ﾔﾏﾀﾞ　ﾘﾅ 山梨 笛吹高 1:07.76

3 2 136 早川　実沙(1) ﾊﾔｶﾜ ﾐｻ 山梨 巨摩高 1:07.95

4 5 250 伊藤　梨奈(2) ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 都留高 1:08.39

5 6 1 浅川　美奈(2) ｱｻｶﾜ ﾐﾅ 山梨 北杜高 1:10.84

7 422 功刀　可愛(1) ｸﾇｷﾞ ｶｱｲ 山梨 学院大附属高 DNS

8 299 都倉　瑞生(2) ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 桂高 DNS

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 3528 矢崎　はるか(2) ﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 山梨 未来の森ＡＣ 1:01.23

2 2 470 宮下　ゆい(2) ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 富士学苑高 1:05.95

3 5 535 山口　真利(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘ 山梨 都留高 1:05.97

4 7 298 衣川　柚花(2) ｷﾇｶﾞﾜ ﾕｶ 山梨 桂高 1:07.17

5 8 419 山田　美樹(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 山梨 学院大附属高 1:09.49

3 259 井上　和(2) ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨 都留高 DNS

6 331 保坂　史絵(1) ﾎｻｶ ﾌﾐｴ 山梨 富士河口湖高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子1000m

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 295 奥脇　莉子(2) ｵｸﾜｷ ﾘｺ 山梨 桂高 3:19.15

2 1 274 増田　優季(2) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 桂高 3:21.64

3 8 276 内野　加那(1) ｳﾁﾉ ｶﾅ 山梨 桂高 3:23.19

4 10 298 衣川　柚花(2) ｷﾇｶﾞﾜ ﾕｶ 山梨 桂高 3:34.76

5 6 277 山口　知美(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 山梨 桂高 3:39.80

6 4 472 小崎　美保(1) ｺｻｷ ﾐﾎ 山梨 富士学苑高 3:44.94

7 2 242 滝嶌　実奈(1) ﾀｷｼﾏ ﾐﾅ 山梨 塩山高 3:45.28

8 5 167 吉澤　早央里(2) ﾖｼﾅｶﾞ ｻｵﾘ 山梨 増穂商業高 3:54.21

7 289 新田由里子(3) ﾆｯﾀ ﾕﾘｺ 山梨 桂高 DNS

9 300 森　歩(2) ﾓﾘ ｱﾕﾑ 山梨 桂高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 15:05 決勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子100H

山梨県記録(YR)          14.10     小林　悠香(都留文科大)                2011
山梨県高校記録(YH)      14.34     塚越　　彩(駿台甲府高)                2011

ﾀｲﾑﾚｰｽ 3組

1組 風:+0.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 66 小保内　真知(2) ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 甲府南高 16.42

2 5 107 宮下　若奈(2) ﾐﾔｼﾀ ﾜｶﾅ 山梨 甲府昭和高 16.57

3 6 533 藏重　泉美(1) ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 都留高 18.00

4 2 272 小澤　文彩(2) ｵｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 桂高 18.87

5 8 334 坂本　あかね(1) ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ 山梨 富士河口湖高 19.84

4 7138 野坂　優(1) ﾉｻｶ ﾕｳ 岡山 都留文科大 DNS

7 383 渡邉　梨乃(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾉ 山梨 富士北稜高 DNS

2組 風:-0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 3583 上田　千暁 ｳｴﾀﾞ ﾁｱｷ 山梨 チームミズノアスレティックス 14.36

2 3 403 塚越　彩(3) ﾂｶｺﾞｼ ｱﾔ 山梨 駿台甲府高 14.54

3 4 278 大神田南海(1) ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 桂高 15.96

4 8 481 小丹　桜子(2) ｺﾀﾝ　ｻｸﾗｺ 山梨 韮崎高 19.28

5 6 337 小林　未加子(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶｺ 山梨 富士河口湖高 19.58

2 193 小澤　真里奈(1) ｵｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 山梨 身延高 DNS

7 109 米長　輝(1) ﾖﾈﾅｶﾞ ﾋｶﾘ 山梨 甲府昭和高 DNS

3組 風:-1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 186 佐藤　百華(2) ｻﾄｳ ﾓﾓｶ 山梨 身延高 17.54

2 6 554 内藤　真実(1) ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ 山梨 甲府昭和高 17.60

3 5 70 大澤　いくみ(1) ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ 山梨 甲府南高 18.84

4 4 532 山口　ほのか(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 山梨 甲府昭和高 19.36

5 3 330 桒原　莉奈(1) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾅ 山梨 富士河口湖高 23.04

2 271 竹田　翔子(2) ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺ 山梨 桂高 DSQ,*TG

7 283 坂本　明里(1) ｻｶﾓﾄ ｱｶﾘ 山梨 桂高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *TG:ハ-ドル不越



一般・高校女子100mYH

山梨県記録(YR)          14.86     内田　莉菜(巨摩高)                    2010
山梨県中学記録(YJ)      15.01     小林　悠香(甲府南中)                  2004

決勝 

風:-0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 138 村上　史奈(1) ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾅ 山梨 巨摩高 16.18

2 4 420 田村　優実(1) ﾀﾑﾗ ﾕﾐ 山梨 学院大附属高 16.60

3 5 137 深沢　果夏(1) ﾌｶｻﾜ ｶﾅ 山梨 巨摩高 16.75

4 6 419 山田　美樹(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 山梨 学院大附属高 20.13

7 422 功刀　可愛(1) ｸﾇｷﾞ ｶｱｲ 山梨 学院大附属高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 12:50 決勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子400mH

山梨県記録(YR)          58.09     上田　千曉(都留文科大)                2009
山梨県高校記録(YH)      1:00.40   上田　千暁(駿台甲府高)                2005

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 402 勝俣　那々(3) ｶﾂﾏﾀ ﾅﾅ 山梨 駿台甲府高 1:02.11

2 4 6764 黒谷　めぐみ(2) ｸﾛﾔ ﾒｸﾞﾐ 山梨 山梨大 1:06.52

3 3 406 望月　梓(3) ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽﾞｻ 山梨 駿台甲府高 1:07.73

4 8 70 大澤　いくみ(1) ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ 山梨 甲府南高 1:14.85

5 7 186 佐藤　百華(2) ｻﾄｳ ﾓﾓｶ 山梨 身延高 1:15.51

6 6 260 小俣　友梨恵(2) ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨 都留高 1:16.16

7 2 334 坂本　あかね(1) ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ 山梨 富士河口湖高 1:21.64

8 1 272 小澤　文彩(2) ｵｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 桂高 1:26.88

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 126 内田　莉奈(2) ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 巨摩高 1:04.53

2 6 66 小保内　真知(2) ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 甲府南高 1:07.50

3 5 411 北村　春菜(2) ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 駿台甲府高 1:07.69

4 1 420 田村　優実(1) ﾀﾑﾗ ﾕﾐ 山梨 学院大附属高 1:11.72

5 8 533 藏重　泉美(1) ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 都留高 1:13.99

6 7 271 竹田　翔子(2) ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺ 山梨 桂高 1:17.55

7 2 330 桒原　莉奈(1) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾅ 山梨 富士河口湖高 1:29.44

3 7136 清野　文翔(1) ｾｲﾉ ｱﾔｶ 山形 都留文科大 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子5000mW

山梨県記録(YR)          21:32.05  三森　由佳(総合警備保障)              1995
山梨県高校記録(YH)      24:04.77  三森　理恵(山梨学院大附高)            1992

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 6765 川村　美沙季(2) ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 山梨 山梨大 29:33.04

2 6 333 權正　智美(1) ｺﾞﾝｼｮｳ ｻﾄﾐ 山梨 富士河口湖高 32:31.40

3 5 188 望月　晴香(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｶ 山梨 身延高 32:45.92

4 7 517 地場　遥香(2) ﾁﾊﾞ　ﾊﾙｶ 山梨 笛吹高 32:55.04

5 4 190 山田　冬美(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾕﾐ 山梨 身延高 36:11.89

2 187 望月　渚(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｷﾞｻ 山梨 身延高 DSQ,*W2

1 7200 小高　美樹(1) ｺﾀﾞｶ ﾐｷ 山梨 山梨学院大 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 16:50 決勝

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *W2:屈膝



一般・高校女子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          46.87     松野、佐野、上田、勝俣(山梨選抜)      2009
山梨県高校記録(YH)      47.66     杉原・横山・輿石・松山(駿台甲府高)    2007 9月10日 16:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 相洋高Ａ・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩高・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 48.04 記録 49.86

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾐ 神奈川 ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨
1 381 馬場　紅海 相洋高 1 154 井上　愛梨 巨摩高

ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｶ 神奈川 ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨
2 378 杉山　遥香 相洋高 2 127 勝俣　有理 巨摩高

ﾖｺﾔﾏｼﾎ 神奈川 ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨
3 382 横山　紫穂 相洋高 3 153 甘利　　渚 巨摩高

ﾔｼﾞﾏ ﾕﾘｺ 神奈川 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨
4 375 矢島　有里子 相洋高 4 126 内田　莉奈 巨摩高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府高Ａ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂高・山梨

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 51.39 記録 51.62

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｴｸﾞｻ ｱﾐ 山梨 ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨
1 408 三枝　阿弥(2) 駿台甲府高 1 278 大神田 南海 桂高

ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨
2 410 中根　舞 駿台甲府高 2 279 柏木　真央 桂高

ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨
3 411 北村　春菜 駿台甲府高 3 273 蔦木　望都 桂高

ｵｶﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 山梨
4 413 小川　詩織 駿台甲府高 4 296 小山　沙緒理 桂高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 増穂商業高・山梨

5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 8 ｺﾒﾝﾄ
記録 52.97 記録 58.05

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨
1 259 井上　和 都留高 1 168 松山　木綿紀 増穂商業高

ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾎ 山梨
2 534 小柳　里織 都留高 2 166 松永　夏穂 増穂商業高

ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨 ﾖｼﾅｶﾞ ｻｵﾘ 山梨
3 260 小俣　友梨恵 都留高 3 167 吉澤　早央里 増穂商業高

ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 ｶﾞﾘﾚｱﾉ ｱｹﾐ 山梨
4 533 藏重　泉美 都留高 4 171 ｶﾞﾚﾘｱﾉ　ｱｹﾐ 増穂商業高

凡例 



一般・高校女子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県記録(YR)          46.87     松野、佐野、上田、勝俣(山梨選抜)      2009
山梨県高校記録(YH)      47.66     杉原・横山・輿石・松山(駿台甲府高)    2007 9月10日 16:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 相洋高Ｂ・神奈川 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府高Ｂ・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 48.33 記録 48.95

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｼﾞｴ ﾑﾂﾐ 神奈川 ｱﾒﾐﾔ ｻｷ 山梨
1 387 藤江　睦美 相洋高 1 398 雨宮　咲希 駿台甲府高

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 神奈川 ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨
2 413 中村　有里 相洋高 2 400 小澤　詩織 駿台甲府高

ｷｸﾁ ﾙｲﾅ 神奈川 ｶﾂﾏﾀ ﾅﾅ 山梨
3 410 菊池　瑠依奈 相洋高 3 402 勝俣　那々 駿台甲府高

ｸｶﾞ ﾕｷﾅ 神奈川 ﾂｶｺﾞｼ ｱﾔ 山梨
4 412 久家　由貴奈 相洋高 4 403 塚越　彩 駿台甲府高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和高・山梨

3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 53.39 記録 54.52

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨 ｼﾑﾗ ﾏﾕ 山梨
1 69 竹田　有里 甲府南高 1 553 志村　茉優 甲府昭和高

ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 山梨 ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨
2 71 橋本　葵 甲府南高 2 110 世古口　聖花 甲府昭和高

ｵｵｻﾜ ｲｸﾐ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾏﾐ 山梨
3 70 大澤　いくみ 甲府南高 3 554 内藤　真実(1) 甲府昭和高

ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ﾜｶﾅ 山梨
4 66 小保内　真知 甲府南高 4 107 宮下 若奈 甲府昭和高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士河口湖高・山梨

5 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 57.40

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾄｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 山梨
1 342 外川　仁美 富士河口湖高

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶｺ 山梨
2 337 小林　未加子 富士河口湖高

ﾐｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 山梨
3 332 三浦　希美 富士河口湖高

ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ 山梨
4 334 坂本　あかね 富士河口湖高

凡例 



一般・高校女子棒高跳

山梨県記録(YR)          3m70      保坂　美礼(都留文科大)                2009
山梨県高校記録(YH)      3m25      小宮　葉月(都留高)                    1998

決勝 

所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾄﾞﾘ 山梨 － － － ○ － ○ × × ×

1 1 6760 小林　翠(3) 山梨大 2m80

ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 山梨 × × ×

2 296 小山　沙緒理(2) 桂高 NM

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

9月10日 10:00 決勝

2m30 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90

凡例  NM:記録なし



一般・高校女子走幅跳

山梨県記録(YR)          5m98      荘　久慧(田富中)                      1998
山梨県高校記録(YH)      5m85      相原　千枝(駿台甲府高)                2010

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 5m68 × 5m60 5m68 8 5m75 5m54 5m58 5m75

1 6 435 剱持　早紀(2) 学院大附属高 +1.9 +1.2 +1.9 +2.1 +1.7 +1.4 +2.1

ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨 × 5m27 × 5m27 7 － － 5m34 5m34

2 16 279 柏木　真央(1) 桂高 +0.7 +0.7 +1.3 +1.3

ｻﾄｳ ｱﾔ 山形 5m08 × 4m85 5m08 5 4m95 × 5m11 5m11

3 3 6614 佐藤　綾(2) 都留文科大 +1.3 +2.3 +1.3 +2.5 +1.0 +1.0

ｵｶﾉ ﾊﾂﾞｷ 山梨 4m93 5m04 4m83 5m04 4 × 4m98 5m11 5m11

4 1 399 岡野　葉月(3) 駿台甲府高 +1.9 +2.5 +1.9 +2.5 +1.1 +1.0 +1.0

ﾊｾﾍﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 × 5m06 5m10 5m10 6 5m00 4m92 5m03 5m10

5 10 497 長谷部　いずみ(1)巨摩高 +1.9 +0.7 +0.7 +1.6 +1.3 +1.7 +0.7

ﾀｶｽ ﾐﾕｷ 宮崎 × 4m78 4m87 4m87 3 4m37 4m81 4m66 4m87

6 2 6615 髙須　美由紀(2) 都留文科大 +1.5 +1.3 +1.3 +1.6 +0.9 +0.7 +1.3

ﾀﾅｶ ﾕｲ 山梨 4m61 4m61 4m76 4m76 2 4m68 4m44 4m86 4m86

7 7 129 田中　結(2) 巨摩高 +2.1 +1.2 +1.3 +1.3 +1.7 +2.8 +0.7 +0.7

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶｺ 山梨 4m66 4m53 4m39 4m66 1 － － 4m47 4m66

8 13 337 小林　未加子(2) 富士河口湖高 +1.8 +1.2 +0.3 +1.8 +1.4 +1.8

ﾅﾂﾔｷﾞ ｶﾅ 山梨 4m46 4m01 4m15 4m46 4m46

9 14 226 夏八木　かな(1) 山梨高 +2.2 +1.1 +1.1 +2.2 +2.2

ｻｴｸﾞｻ ｱﾐ 山梨 4m40 × 4m38 4m40 4m40

10 11 408 三枝　阿弥(2) 駿台甲府高 +2.5 +0.5 +2.5 +2.5

ｼﾗﾄﾘ ﾘﾎ 山梨 × × 4m23 4m23 4m23

11 8 251 白鳥　里穂(2) 都留高 +0.9 +0.9 +0.9

ｻﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 山梨 3m99 4m19 4m12 4m19 4m19

12 4 382 真田　華茄(1) 富士北稜高 +2.4 +2.3 +2.9 +2.3 +2.3

ﾋﾛｾ ﾘﾎ 山梨 3m69 3m95 4m04 4m04 4m04

13 12 280 廣瀬　梨帆(1) 桂高 +1.5 +0.8 +0.4 +0.4 +0.4

ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ｻﾔｶ 山梨

5 284 城之内さやか(1) 桂高 DNS

ﾀﾅｶ ｻﾁ 山梨

9 409 田中　沙知(2) 駿台甲府高 DNS

ｲﾉｳｴ ｱｲｺ 山梨

15 248 井上　愛子(1) 都留高 DNS

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

9月10日 15:30 決勝

凡例  DNS:欠場



女子砲丸投（４ｋｇ）

山梨県記録(YR)          13m44     中沢　佳美(巨摩高)                    2000
山梨県高校記録(YH)      13m44     中沢　佳美(巨摩高)                    2000

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨

1 1 192 石川　果歩(1) 身延高 8m01 7m72 8m20 8m20 7 8m64 8m26 8m07 8m64

ｶｼﾜｷﾞ ｸﾐ 山梨

2 4 246 柏木　玖美(2) 都留高 8m24 8m26 7m86 8m26 8 8m58 7m97 8m41 8m58

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｶ 山梨

3 5 421 大久保　由佳(1) 学院大附属高 6m83 6m55 7m82 7m82 5 7m22 6m88 8m30 8m30

ｶﾈﾏﾙ ﾏﾕ 山梨

4 7 552 金丸　茉由(1) 甲府昭和高 7m92 7m42 7m86 7m92 6 7m39 7m59 8m17 8m17

ｶﾂﾏﾀ ﾌｼﾞｶ 山梨

5 8 275 勝俣　藤香(2) 桂高 × 7m05 7m52 7m52 4 7m62 6m98 6m80 7m62

ｼﾗﾄﾘ ﾘﾎ 山梨

6 9 251 白鳥　里穂(2) 都留高 7m02 6m85 7m02 7m02 1 6m47 7m39 × 7m39

ﾐﾔｻﾞﾜ　ｱﾔｶ 山梨

7 10 442 宮澤　綾香(1) 東海大甲府高 6m43 7m31 6m94 7m31 3 6m90 7m10 6m76 7m31

ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 山梨

8 12 297 小林　えり佳(2) 桂高 5m78 6m67 7m17 7m17 2 7m00 6m63 7m05 7m17

ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ 山梨

9 6 247 衣川　沙希(1) 都留高 5m92 5m97 6m55 6m55 6m55

ﾂｷﾐ ｱﾔﾈ 山梨

10 11 531 月見　綾音(2) 甲府昭和高 6m06 6m48 6m40 6m48 6m48

ｺｽｹﾞ ﾐｶ 山梨

11 3 281 小菅　身香(1) 桂高 4m82 5m01 5m59 5m59 5m59

ﾆｲﾉ ｱﾘｻ 山梨

2 290 新納　有紗(3) 桂高 DNS

審 判 長：前田　裕孝

記録主任：小林　直樹

9月10日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般・高校女子円盤投

山梨県記録(YR)          44m86     吉野　トヨ子(教育庁)                  1952
山梨県高校記録(YH)      38m90     望月　志津(身延高)                    1986

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨

1 1 416 杉山　愛海(2) 学院大附属高 31m63 30m64 32m85 32m85 8 33m31 32m03 33m96 33m96

ｺﾀｶ ｲｸｴ 山梨

2 13 6606 小高　郁恵(3) 都留文科大 × 30m82 31m11 31m11 7 31m38 29m78 29m81 31m38

ﾅｶﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 山梨

3 2 131 長澤　のぞみ(2) 巨摩高 25m06 25m80 26m78 26m78 6 26m16 25m18 27m28 27m28

ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 山梨

4 11 297 小林　えり佳(2) 桂高 26m07 25m69 26m13 26m13 5 × 26m73 26m37 26m73

ｶﾂﾏﾀ ﾌｼﾞｶ 山梨

5 9 275 勝俣　藤香(2) 桂高 25m13 23m49 25m58 25m58 4 × 23m75 22m99 25m58

ｶｼﾜｷﾞ ｸﾐ 山梨

6 10 246 柏木　玖美(2) 都留高 × 23m49 × 23m49 3 16m99 22m86 22m21 23m49

ｲｼｶﾜ ｶﾎ 山梨

7 8 192 石川　果歩(1) 身延高 × × 20m79 20m79 1 × 20m83 22m43 22m43

ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ 山梨

8 5 247 衣川　沙希(1) 都留高 20m87 20m75 19m85 20m87 2 20m83 21m62 19m63 21m62

ｸｽﾞｸﾎﾞ ｱﾔ 山梨

9 6 407 葛窪　彩(2) 駿台甲府高 18m85 20m52 × 20m52 20m52

ｵｵｴ ﾏﾕ 山梨

10 12 227 大江　真由(1) 山梨高 － 18m99 × 18m99 18m99

ﾀﾅｶ ｷﾗﾗ 山梨

11 3 191 田中　葵玲々(1) 身延高 13m86 15m87 14m05 15m87 15m87

ｵｵｲｼ ﾓｴ 山梨

12 7 249 大石　萌(2) 都留高 × 14m61 15m16 15m16 15m16

ｺｽｹﾞ ﾐｶ 山梨

13 4 281 小菅　身香(1) 桂高 × 14m69 13m53 14m69 14m69

審 判 長：前田　裕孝

記録主任：小林　直樹

9月10日 10:00 決勝

凡例 



中学生女子100m

山梨県中学記録(YJ)      12.25     佐野　夢加(増穂中)                    2000

決勝 

風:-0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 466 藤本　真優(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山梨 大国陸上クラブ 13.87

2 5 463 小林　加奈(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 山梨 大国陸上クラブ 14.29

3 7 482 島田　梨沙(1) ｼﾏﾀﾞ ﾘｻ 山梨 大国陸上クラブ 14.52

4 3 462 中澤　美結(3) ﾅｶﾉ ﾐﾕｳ 山梨 大国陸上クラブ 14.69

5 4 478 河野　さくら(1) ｺｳﾉ ｻｸﾗ 山梨 大国陸上クラブ 15.07

2 492 小松　さくら(2) ｺﾏﾂ ｻｸﾗ 山梨 ナカムラAC DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 13:35 決勝

凡例  DNS:欠場



中学生女子400m

山梨県中学記録(YJ)      58.24     松野　佳奈(甲府東中)                  2006

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 465 林　安優(3) ﾊﾔｼ ｱﾕ 山梨 大国陸上クラブ 1:04.64

5 671 渡辺　眞里子(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ 山梨 未来の森ＡＣ DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 11:55 決勝

凡例  DNS:欠場



中学生女子1000m

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 465 林　安優(3) ﾊﾔｼ ｱﾕ 山梨 大国陸上クラブ 3:11.68

2 8 461 大滝　有沙(2) ｵｵﾀｷ ｱﾘｻ 山梨 大国陸上クラブ 3:15.15

3 10 481 小林　真和(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 山梨 大国陸上クラブ 3:15.95

4 7 467 林　輝(2) ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ 山梨 大国陸上クラブ 3:16.31

5 6 250 大澤　侑愛(1) ｵｵｻﾜ ﾕｷﾅ 山梨 北東中 3:22.23

6 9 483 青柳　美空(1) ｱｵﾔｷﾞ ﾐｸ 山梨 大国陸上クラブ 3:25.64

7 2 476 中野　あゆみ(2) ﾅｶﾉ ｱﾕﾐ 山梨 大国陸上クラブ 3:28.79

8 4 469 望月　槙(3) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｷ 山梨 大国陸上クラブ 3:29.77

9 3 480 萱沼　美結(1) ｶﾔﾇﾏ ﾐﾕｳ 山梨 大国陸上クラブ 3:42.90

1 671 渡辺　眞里子(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ 山梨 未来の森ＡＣ DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 15:05 決勝

凡例  DNS:欠場



中学生女子100mH

山梨県中学記録(YJ)      14.54     小林　悠香(甲府南中)                  2004

決勝 

風:-1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 478 河野　さくら(1) ｺｳﾉ ｻｸﾗ 山梨 大国陸上クラブ 17.88

2 4 468 清水　彩可(2) ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 山梨 大国陸上クラブ 18.25

3 6 473 代永　妃那(2) ﾖﾅｶﾞ ﾋﾅ 山梨 大国陸上クラブ 18.30

4 2 493 衣川　佳奈(3) ｷﾇｶﾞﾜ ｶﾅ 山梨 ナカムラAC 19.32

3 484 山下　瀬捺(1) ﾔﾏｼﾀ ｾﾅ 山梨 大国陸上クラブ DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 12:45 決勝

凡例  DNS:欠場



中学生女子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県中学記録(YJ)      49.39     岡田・大久保・長田・原崎(敷島中)      1987 9月10日 16:15 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クＡ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クＢ・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 54.83 記録 57.56

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾉ ﾐﾕｳ 山梨 ﾖﾅｶﾞ ﾋﾅ 山梨
1 462 中澤　美結 大国陸上クラブ 1 473 代永　妃那 大国陸上クラブ

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 山梨 ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ 山梨
2 463 小林　加奈 大国陸上クラブ 2 467 林　輝 大国陸上クラブ

ﾊﾔｼ ｱﾕ 山梨 ﾅｶﾉ ｱﾕﾐ 山梨
3 465 林　安優 大国陸上クラブ 3 476 中野　あゆみ 大国陸上クラブ

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山梨 ｵｵﾀｷ ｱﾘｻ 山梨
4 466 藤本　真優 大国陸上クラブ 4 461 大滝　有沙 大国陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クＣ・山梨

3 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 58.37

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｴﾝﾔ ｱｽﾞｻ 山梨
1 485 塩谷　梓 大国陸上クラブ

ｼﾏﾀﾞ ﾘｻ 山梨
2 482 島田　梨沙 大国陸上クラブ

ｺｳﾉ ｻｸﾗ 山梨
3 478 河野　さくら 大国陸上クラブ

ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 山梨
4 468 清水　彩可(2) 大国陸上クラブ

凡例 



中学生女子走幅跳

山梨県中学記録(YJ)      5m98      荘　久慧(田富中)                      1998

決勝

所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山梨 × 5m17 5m08 5m17 6 4m90 5m09 4m95 5m17

1 1 466 藤本　真優(3) 大国陸上クラブ +1.4 +1.0 +1.4 +1.0 +0.6 +0.8 +1.4

ｷﾇｶﾞﾜ ｶﾅ 山梨 4m56 4m13 4m30 4m56 5 4m23 4m16 4m26 4m56

2 7 493 衣川　佳奈(3) ナカムラAC +1.8 +2.3 0.0 +1.8 +0.2 +0.5 +0.5 +1.8

ﾅｶﾉ ﾐﾕｳ 山梨 4m17 4m36 4m24 4m36 4 3m96 － － 4m36

3 5 462 中澤　美結(3) 大国陸上クラブ +2.4 +1.9 +1.0 +1.9 +1.2 +1.9

ﾖﾅｶﾞ ﾋﾅ 山梨 × 4m33 4m31 4m33 3 4m22 － － 4m33

4 4 473 代永　妃那(2) 大国陸上クラブ +3.4 +0.9 +3.4 +1.4 +3.4

ｼﾏﾀﾞ ﾘｻ 山梨 × × 4m21 4m21 2 4m22 4m07 － 4m22

5 6 482 島田　梨沙(1) 大国陸上クラブ +1.0 +1.0 +1.6 +0.7 +1.6

ｴﾝﾔ ｱｽﾞｻ 山梨 3m82 3m90 3m61 3m90 1 3m68 3m69 － 3m90

6 2 485 塩谷　梓(1) 大国陸上クラブ +1.4 +1.8 +0.5 +1.8 +1.3 +0.5 +1.8

ﾔﾏｼﾀ ｾﾅ 山梨

3 484 山下　瀬捺(1) 大国陸上クラブ DNS

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

9月10日 15:30 決勝

凡例  DNS:欠場



小学生女子100m

山梨県小学記録(YS)      13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995

予選 11組0着＋16

1組 風:-1.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 355 小池　知穂(6) ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨 一宮陸上スポ少 14.69 q
2 6 70 中澤　瑠菜(6) ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨 北西陸上クラブ 15.58 q
3 2 252 三吉  南緒(5) ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 南アルプスＡＣ 15.90
4 8 505 伊藤　有花(5) ｲﾄｳ ﾕｳｶ 山梨 ナカムラAC 16.66
5 5 17 田形　乃彩(6) ﾀｶﾞﾀ ﾉｱ 山梨 大国陸上クラブ 17.39
6 7 196 安部　桜(6) ｱﾍﾞ　ｻｸﾗ 山梨 白根東AC 17.70

3 102 日原　翔夢(6) ﾋﾊﾗ ﾄﾑ 山梨 中村塾 DNS

2組 風:-1.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 103 佐藤　里奈(6) ｻﾄｳ　ﾘﾅ 山梨 中村塾 14.86 q
2 8 503 志村　遥稀(5) ｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨 ナカムラAC 16.94
3 4 274 名取 万記歩(4) ﾅﾄﾘ ﾏｷﾎ 山梨 南アルプスＡＣ 17.04
4 2 13 保田　萌子(3) ﾎﾀﾞ ﾓｴｺ 山梨 大国陸上クラブ 17.29
5 5 187 名取　舞菜(5) ﾅﾄﾘ　ﾏﾅ 山梨 白根東AC 17.90
6 6 353 酒井　保奈実(6) ｻｶｲ ﾎﾅﾐ 山梨 一宮陸上スポ少 18.80
7 7 453 窪田　和(1) ｸﾎﾞﾀ ﾉﾄﾞｶ 山梨 未来の森ＡＣ 20.56

3組 風:-1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 452 飯島　しおん(5) ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨 未来の森ＡＣ 15.26 q
2 1 184 雨宮　凜果(5) ｱﾒﾐﾔ　ﾘﾝｶ 山梨 白根東AC 15.89
3 7 506 市ノ瀬　亜弥(5) ｲﾁﾉｾ ｱﾐ 山梨 ナカムラAC 16.25
4 6 14 龍澤　遥(6) ﾀﾂｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 山梨 大国陸上クラブ 16.38
5 3 287 河野　万智(3) ｺｳﾉ ﾏﾁ 山梨 南アルプスＡＣ 20.27
6 8 110 鈴木　未来(2) ｽｽﾞｷ　ﾐｸ 山梨 中村塾 20.50
7 5 361 中町　優希(5) ﾅｶﾏﾁ ﾕｳｷ 山梨 一宮陸上スポ少 20.64

2 64 深澤　こころ(2) ﾌｶｻﾜ ｺｺﾛ 山梨 北西陸上クラブ DNS

4組 風:+0.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 104 小川　奈恵(6) ｵｶﾞﾜ ﾅｴ 山梨 中村塾 14.87 q
2 1 258 笹本 みなみ(6) ｻｻﾓﾄ ﾐﾅﾐ 山梨 南アルプスＡＣ 15.21 q
3 3 76 板楠　千尋(6) ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨 北西陸上クラブ 15.43 q
4 6 260 羽田 麗子(6) ﾊﾀﾞ ﾚｲｺ 山梨 南アルプスＡＣ 16.50
5 7 16 大野　みずほ(6) ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾎ 山梨 大国陸上クラブ 17.69
6 5 8 河野　もな(4) ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨 大国陸上クラブ 17.95
7 8 253 武重 桃香(4) ﾀｹｼｹﾞ ﾓﾓｶ 山梨 南アルプスＡＣ 18.45
8 2 188 築地　かんな(4) ﾂｷｼﾞ ｶﾝﾅ 山梨 白根東AC 19.00

5組 風:-1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 75 功刀　永遠(6) ｸﾇｷﾞ ﾄﾜ 山梨 北西陸上クラブ 16.46
2 7 193 打川　真由(6) ｳﾁｶﾜ ﾏﾕ 山梨 白根東AC 16.50
3 2 12 斉藤　まどか(3) ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 山梨 大国陸上クラブ 17.52
4 5 357 小林　ななみ(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 山梨 一宮陸上スポ少 18.00
5 3 508 土屋　詩織(4) ﾂﾁﾔ ｼｵﾘ 山梨 ナカムラAC 18.91
6 6 288 鈴村　葵(3) ｽｽﾞﾑﾗ ｱｵｲ 山梨 南アルプスＡＣ 19.17
7 8 112 窪川　　心(2) ｸﾎﾞｶﾜ　ｺｺﾛ 山梨 中村塾 19.35

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 09:00 予選

9月10日 13:15 決勝

凡例  DNS:欠場



小学生女子100m

山梨県小学記録(YS)      13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 09:00 予選

9月10日 13:15 決勝

6組 風:0.0
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 5 101 雨宮　珠麻(6) ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 中村塾 14.68 q
2 3 265 赤沢 広美(6) ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨 南アルプスＡＣ 15.44 q
3 4 3 小林　ミユ(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 山梨 大国陸上クラブ 15.82
4 8 114 中澤　杏珠(5) ﾅｶｻﾞﾜ　ｱﾝｼﾞｭ 山梨 中村塾 15.94
5 7 62 道村　彩花(5) ﾐﾁﾑﾗ ｻｲｶ 山梨 北西陸上クラブ 16.62
6 6 190 斉藤　優有(4) ｻｲﾄｳ ﾕｳ 山梨 白根東AC 19.15
7 2 108 雨宮　陽向(2) ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ 山梨 中村塾 20.00
8 1 255 羽田　篤季 ﾊﾀﾞ ｱﾂｷ 山梨 南アルプスＡＣ 22.18

7組 風:-0.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 2 7 山口　華枝(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 大国陸上クラブ 15.28 q
2 6 74 三浦　七海(6) ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 山梨 北西陸上クラブ 15.74
3 4 356 上野　優里香(6) ｳｴﾉ ﾕﾘｶ 山梨 一宮陸上スポ少 16.25
4 1 461 山崎　南津那(5) ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾞﾅ 山梨 未来の森ＡＣ 16.45
5 7 502 岩間　三咲(5) ｲﾜﾏ ﾐｻｷ 山梨 ナカムラAC 16.83
6 8 185 笹本　朱莉(6) ｻｻﾓﾄ　ｼｭﾘ 山梨 白根東AC 17.63
7 5 254 三吉 里緒(3) ﾐﾖｼ ﾘｵ 山梨 南アルプスＡＣ 18.27
8 3 109 佐藤ほたる(2) ｻﾄｳ　ﾎﾀﾙ 山梨 中村塾 18.97

8組 風:-1.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 3 68 工藤　楓(6) ｸﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 山梨 北西陸上クラブ 15.48 q
2 6 283 坂口 莉緒(5) ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ 山梨 南アルプスＡＣ 15.60 q
3 7 467 飯島　理子(5) ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ 山梨 未来の森ＡＣ 15.61 q
4 4 113 佐藤　　まな(4) ｻﾄｳ　ﾏﾅ 山梨 中村塾 18.49
5 1 11 滝田　智香(3) ﾀｷﾀ ﾄﾓｶ 山梨 大国陸上クラブ 18.53
6 2 509 土屋　萌香(4) ﾂﾁﾔ ﾓｴｶ 山梨 ナカムラAC 18.87

5 364 風間　唯(4) ｶｻﾞﾏ ﾕｲ 山梨 一宮陸上スポ少 DNS
8 279 今沢　美咲(3) ｲﾏｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨 南アルプスＡＣ DNS

9組 風:+0.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 8 259 野田 穂乃花(6) ﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ 山梨 南アルプスＡＣ 15.25 q
2 5 363 岩浅　優花(5) ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 一宮陸上スポ少 15.65 q
3 7 25 南堀　知夏(6) ﾐﾅﾐﾎﾞﾘ ﾄﾓｶ 山梨 大国陸上クラブ 15.83
4 6 61 鶴田　愛(5) ﾂﾙﾀ ｱｲ 山梨 北西陸上クラブ 16.39
5 1 9 竹田　芽依(4) ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ 山梨 大国陸上クラブ 18.00
6 3 202 中込　拓里(5) ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾗﾘ 山梨 白根東AC 18.27
7 4 106 小川　美奈(3) ｵｶﾞﾜ ﾐﾅ 山梨 中村塾 18.64

2 101 若杉　寛幸(6) ﾜｶｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨 中村塾 DNS

10組 風:-1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 4 102 飯田麻里愛(6) ｲｲﾀﾞ ﾏﾘｱ 山梨 中村塾 14.94 q
2 1 6 萱沼　結衣(5) ｶﾔﾇﾏ ﾕｲ 山梨 大国陸上クラブ 15.77
3 8 251 青柳 晴留(6) ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾙ 山梨 南アルプスＡＣ 15.97
4 7 267 松岡 実玖(5) ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 山梨 南アルプスＡＣ 16.57
5 6 83 山崎　幸菜(5) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨 北西陸上クラブ 16.69
6 2 504 馬場　和夏奈(5) ﾊﾞﾊﾞ ﾜｶﾅ 山梨 ナカムラAC 16.73
7 5 197 名取　澪(6) ﾅﾄﾘ　ﾐｵ 山梨 白根東AC 17.37
8 3 270 仙洞田 桃香(4) ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾓﾓｶ 山梨 南アルプスＡＣ 18.67

凡例  DNS:欠場



小学生女子100m

山梨県小学記録(YS)      13.05     荘　　久慧(大国陸上クラブ)            1995

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 09:00 予選

9月10日 13:15 決勝

11組 風:-1.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

1 1 43 中島　奈菜(6) ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾅ 山梨 フリースタイル 16.09
2 3 273 相原 咲良(5) ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 南アルプスＡＣ 16.23
3 6 507 手塚　結菜(4) ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 山梨 ナカムラAC 17.71
4 5 204 塚原　奈美(5) ﾂｶﾊﾗ　ﾅﾐ 山梨 白根東AC 17.80
5 4 360 酒井　彩良(5) ｻｶｲ ｻﾗ 山梨 一宮陸上スポ少 18.02
6 2 15 大野　めぐみ(4) ｵｵﾉ ﾒｸﾞﾐ 山梨 大国陸上クラブ 18.04
7 7 5 天野　笑里(3) ｱﾏﾉ ｴﾐﾘ 山梨 大国陸上クラブ 18.39
8 8 111 鈴木　夢朋(1) ｽｽﾞｷｷ　ﾕﾒﾎ 山梨 中村塾 20.70

決勝 2組

1組 風:+0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 7 山口　華枝(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 大国陸上クラブ 15.12
2 4 265 赤沢 広美(6) ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨 南アルプスＡＣ 15.39
3 8 70 中澤　瑠菜(6) ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨 北西陸上クラブ 15.51
4 3 68 工藤　楓(6) ｸﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 山梨 北西陸上クラブ 15.59
5 1 467 飯島　理子(5) ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ 山梨 未来の森ＡＣ 15.60
6 5 76 板楠　千尋(6) ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨 北西陸上クラブ 15.64
7 2 363 岩浅　優花(5) ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 一宮陸上スポ少 15.76
8 7 283 坂口 莉緒(5) ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ 山梨 南アルプスＡＣ 15.91

2組 風:-2.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 103 佐藤　里奈(6) ｻﾄｳ　ﾘﾅ 山梨 中村塾 14.62
2 5 355 小池　知穂(6) ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨 一宮陸上スポ少 14.70
3 4 101 雨宮　珠麻(6) ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 中村塾 14.81
4 2 452 飯島　しおん(5) ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨 未来の森ＡＣ 15.04
5 6 104 小川　奈恵(6) ｵｶﾞﾜ ﾅｴ 山梨 中村塾 15.13
6 8 102 飯田麻里愛(6) ｲｲﾀﾞ ﾏﾘｱ 山梨 中村塾 15.26
7 7 258 笹本 みなみ(6) ｻｻﾓﾄ ﾐﾅﾐ 山梨 南アルプスＡＣ 15.38
8 1 259 野田 穂乃花(6) ﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ 山梨 南アルプスＡＣ 15.61

凡例  DNS:欠場



小学生女子1000m

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 26 467 飯島　理子(5) ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ 山梨 未来の森ＡＣ 3:26.37

2 30 104 小川　奈恵(6) ｵｶﾞﾜ ﾅｴ 山梨 中村塾 3:28.28

3 8 234 大澤　真由(5) ｵｵｻﾜ ﾏﾕ 山梨 相川小 3:28.76

4 31 264 小田切 愛優(6) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｱﾕ 山梨 南アルプスＡＣ 3:30.30

5 22 451 堀内　璃々子(6) ﾎﾘｳﾁ ﾘﾘｺ 山梨 未来の森ＡＣ 3:31.59

6 23 260 羽田 麗子(6) ﾊﾀﾞ ﾚｲｺ 山梨 南アルプスＡＣ 3:35.24

7 25 14 龍澤　遥(6) ﾀﾂｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 山梨 大国陸上クラブ 3:46.34

8 18 274 名取 万記歩(4) ﾅﾄﾘ ﾏｷﾎ 山梨 南アルプスＡＣ 3:47.94

9 15 101 雨宮　珠麻(6) ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 中村塾 3:47.98

10 11 68 工藤　楓(6) ｸﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 山梨 北西陸上クラブ 3:54.10

11 6 82 高師　史花(5) ﾀｶｼ ﾌﾐｶ 山梨 北西陸上クラブ 3:55.67

12 5 75 功刀　永遠(6) ｸﾇｷﾞ ﾄﾜ 山梨 北西陸上クラブ 3:55.70

13 4 83 山崎　幸菜(5) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨 北西陸上クラブ 3:56.05

14 3 102 飯田麻里愛(6) ｲｲﾀﾞ ﾏﾘｱ 山梨 中村塾 4:00.63

15 1 355 小池　知穂(6) ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨 一宮陸上スポ少 4:04.76

16 10 103 佐藤　里奈(6) ｻﾄｳ　ﾘﾅ 山梨 中村塾 4:08.81

17 2 235 大澤　菜々穂(3) ｵｵｻﾜ ﾅﾅﾎ 山梨 相川小 4:10.60

18 24 6 萱沼　結衣(5) ｶﾔﾇﾏ ﾕｲ 山梨 大国陸上クラブ 4:12.23

19 21 192 甘利　妃那(6) ｱﾏﾘ ﾋﾅ 山梨 白根東AC 4:13.57

20 9 113 佐藤　　まな(4) ｻﾄｳ　ﾏﾅ 山梨 中村塾 4:14.78

21 28 195 佐藤　柚羽(6) ｻﾄｳ　ﾕｽﾞﾊ 山梨 白根東AC 4:16.16

22 27 76 板楠　千尋(6) ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨 北西陸上クラブ 4:18.07

23 29 270 仙洞田 桃香(4) ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾓﾓｶ 山梨 南アルプスＡＣ 4:19.08

24 12 356 上野　優里香(6) ｳｴﾉ ﾕﾘｶ 山梨 一宮陸上スポ少 4:25.02

25 20 8 河野　もな(4) ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨 大国陸上クラブ 4:25.69

26 13 70 中澤　瑠菜(6) ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨 北西陸上クラブ 4:31.37

27 14 74 三浦　七海(6) ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 山梨 北西陸上クラブ 4:31.68

28 17 353 酒井　保奈実(6) ｻｶｲ ﾎﾅﾐ 山梨 一宮陸上スポ少 4:38.88

29 19 45 滝田　綾(6) ﾀｷﾀ ﾘｮｳ 山梨 フリースタイル 4:43.13

30 16 61 鶴田　愛(5) ﾂﾙﾀ ｱｲ 山梨 北西陸上クラブ 4:53.14

31 7 110 鈴木　未来(2) ｽｽﾞｷ　ﾐｸ 山梨 中村塾 5:03.32

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 14:30 決勝

凡例 



小学生女子80mH

山梨県小学記録(YS)      13.56     篠原　理加(北西陸上クラブ)            2010

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 風:+0.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 103 佐藤　里奈(6) ｻﾄｳ　ﾘﾅ 山梨 中村塾 14.52

2 3 102 飯田麻里愛(6) ｲｲﾀﾞ ﾏﾘｱ 山梨 中村塾 14.64

3 6 76 板楠　千尋(6) ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨 北西陸上クラブ 14.78

4 2 461 山崎　南津那(5) ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾞﾅ 山梨 未来の森ＡＣ 15.90

5 4 264 小田切 愛優(6) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｱﾕ 山梨 南アルプスＡＣ 16.78

2組 風:-3.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 501 菊嶋　夏帆(6) ｷｸｼﾏ ｶﾎ 山梨 ナカムラAC 15.76

2 5 68 工藤　楓(6) ｸﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 山梨 北西陸上クラブ 15.79

3 6 104 小川　奈恵(6) ｵｶﾞﾜ ﾅｴ 山梨 中村塾 18.16

2 101 若杉　寛幸(6) ﾜｶｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨 中村塾 DNS

4 251 青柳 晴留(6) ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾙ 山梨 南アルプスＡＣ DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

9月10日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



小学生女子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      53.94     小林･志村･岡野･中澤(大国陸上クラブ)   2005 9月10日 15:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中村塾・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アＡＣ　Ａ・山梨

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 58.04 記録 1:00.11

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｲﾀﾞ ﾏﾘｱ 山梨 アカザワ ヒロミ 山梨
1 102 飯田麻里愛 中村塾 1 265 赤沢 広美 南アルプスＡＣ

ｵｶﾞﾜ ﾅｴ 山梨 ササモト ミナミ 山梨
2 104 小川　奈恵 中村塾 2 258 笹本 みなみ 南アルプスＡＣ

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 ﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ 山梨
3 101 雨宮　珠麻 中村塾 3 259 野田 穂乃花 南アルプスＡＣ

ｻﾄｳ　ﾘﾅ 山梨 アオヤギ ハル 山梨
4 103 佐藤　里奈 中村塾 4 251 青柳 波留 南アルプスＡＣ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮スポ少Ａ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ナカムラAC・山梨

3 4 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:03.39 記録 1:03.70

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｳｴﾉ ﾕﾘｶ 山梨 イトウ　ユウカ 山梨
1 356 上野 優里果 一宮陸上スポ少 1 505 伊藤　有花 ナカムラAC

ｺｲｹ ﾁﾎ 山梨 キクシマ　カホ 山梨
2 355 小池 知穂 一宮陸上スポ少 2 501 菊嶋　夏帆 ナカムラAC

ｻｶｲ ﾎﾅﾐ 山梨 イチノセ　アミ 山梨
3 353 酒井 保奈実 一宮陸上スポ少 3 506 市ノ瀬　亜弥 ナカムラAC

ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 イワマ　ミサキ 山梨
4 363 岩浅 優花 一宮陸上スポ少 4 502 岩間　三咲 ナカムラAC

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東AC　Ｂ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クＢ・山梨

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:08.91 記録 1:11.75

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾄｳ　ﾕｽﾞﾊ 山梨 ｺｳﾉ ﾓﾅ 山梨
1 195 佐藤　柚羽 白根東ＡＣ 1 8 河野　もな 大国陸上クラブ

ｱﾍﾞ　ｻｸﾗ 山梨 ﾀﾂｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 山梨
2 196 安部　桜 白根東ＡＣ 2 14 龍澤　遥 大国陸上クラブ

ﾔﾏｼﾀ ｱｲｶ 山梨 ｱﾏﾉ ｴﾐﾘ 山梨
3 47 山下　愛花 白根東ＡＣ 3 5 天野　笑里 大国陸上クラブ

ｻｻﾓﾄ ｼｭﾘ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ 山梨
4 185 笹本　朱莉 白根東ＡＣ 4 9 竹田　芽依 大国陸上クラブ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北西陸上Ｂ・山梨

5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂﾙﾀ ｱｲ 山梨
1 61 鶴田　愛 北西陸上

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾅ 山梨
2 83 山崎　幸菜 北西陸上

ﾀｶｼ ﾌﾐｶ 山梨
3 82 高師　史花 北西陸上

ﾐﾁﾑﾗ ｻｲｶ 山梨
4 62 道村　彩花 北西陸上

凡例  DNS:欠場



小学生女子4X100mR
審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

山梨県小学記録(YS)      53.94     小林･志村･岡野･中澤(大国陸上クラブ)   2005 9月10日 15:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大国陸上クＡ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 北西陸上Ａ・山梨

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:00.40 記録 1:01.40

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾐﾅﾐﾎﾞﾘ ﾄﾓｶ 山梨 ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 山梨
1 25 南堀　知夏 大国陸上クラブ 1 74 三浦　七海 北西陸上

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨
2 7 山口　華枝 大国陸上クラブ 2 70 中澤　瑠菜 北西陸上

ｶﾔﾇﾏ ﾕｲ 山梨 ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨
3 6 萱沼　結衣 大国陸上クラブ 3 76 板楠　千尋 北西陸上

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 山梨 ｸﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 山梨
4 3 小林　ミユ 大国陸上クラブ 4 68 工藤　楓 北西陸上

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 南アＡＣ　Ｂ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東AC　Ａ・山梨

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 1:03.58 記録 1:04.79

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

アイハラ サクラ 山梨 ｱﾏﾘ ﾋﾅ 山梨
1 273 相原 咲良 南アルプスＡＣ 1 192 甘利　妃那 白根東ＡＣ

サカグチ リオ 山梨 ﾅﾄﾘ　ﾐｵ 山梨
2 283 坂口 莉緒 南アルプスＡＣ 2 197 名取　澪 白根東ＡＣ

ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 山梨 ｳﾁｶﾜ　ﾏﾕ 山梨
3 267 松岡 実玖 南アルプスＡＣ 3 193 打川　真由 白根東ＡＣ

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 ｱﾒﾐﾔ　ﾘﾝｶ 山梨
4 252 三吉 南緒 南アルプスＡＣ 4 184 雨宮　凜果 白根東ＡＣ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 白根東AC　Ｃ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 一宮スポ少Ｂ・山梨

5 8 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 1:12.35 記録

所属地 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾂｶﾊﾗ　ﾅﾐ 山梨
1 204 塚原　奈美 白根東ＡＣ 1

ﾅﾄﾘ　ﾏﾅ 山梨
2 187 名取　舞菜 白根東ＡＣ 2

ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾗﾘ 山梨
3 202 中込　拓里 白根東ＡＣ 3

ｻｲﾄｳ ﾕｳ 山梨
4 190 斉藤　優有 白根東ＡＣ 4

凡例  DNS:欠場
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所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾒﾐﾔ ｼﾞｭﾏ 山梨 4m15 4m27 × 4m27 8 4m13 4m00 4m26 4m27
1 3 101 雨宮　珠麻(6) 中村塾 +0.1 +1.8 +1.8 +1.7 0.0 +0.1 +1.8

ｻｻﾓﾄ ﾐﾅﾐ 山梨 × 4m04 4m02 4m04 7 4m25 4m08 × 4m25
2 39 258 笹本 みなみ(6) 南アルプスＡＣ 0.0 -0.6 0.0 +2.5 0.0 +2.5

ﾉﾀﾞ ﾎﾉｶ 山梨 3m27 3m27 3m57 3m57 1 3m62 3m87 3m71 3m87
3 7 259 野田 穂乃花(6) 南アルプスＡＣ -0.9 -0.7 +1.2 +1.2 0.0 +1.7 +1.1 +1.7

ｸﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 山梨 3m53 × 3m59 3m59 4 3m68 3m56 3m83 3m83
4 22 68 工藤　楓(6) 北西陸上クラブ +0.8 +1.0 +1.0 +0.9 +2.2 +0.8 +0.8

ﾐﾅﾐﾎﾞﾘ ﾄﾓｶ 山梨 3m12 3m38 3m59 3m59 3 3m82 3m80 × 3m82
5 32 25 南堀　知夏(6) 大国陸上クラブ +0.3 +1.8 +0.5 +0.5 +1.8 +2.3 +1.8

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾞﾅ 山梨 × 3m70 × 3m70 6 3m75 3m81 × 3m81
6 25 461 山崎　南津那(5) 未来の森ＡＣ +0.1 +0.1 +2.1 +0.4 +0.4

ｵｶﾞﾜ ﾅｴ 山梨 × 3m51 3m68 3m68 5 3m52 × 3m81 3m81
7 1 104 小川　奈恵(6) 中村塾 -0.3 -0.6 -0.6 +1.4 +1.8 +1.8

ｱｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 山梨 × 3m57 3m55 3m57 2 3m59 × 3m70 3m70
8 16 265 赤沢 広美(6) 南アルプスＡＣ +0.3 +0.6 +0.3 +0.2 +0.6 +0.6

ｳﾁｶﾜ ﾏﾕ 山梨 3m29 3m54 3m38 3m54 3m54
9 2 193 打川　真由(6) 白根東AC 0.0 +0.9 -0.6 +0.9 +0.9

ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 山梨 3m52 3m45 3m43 3m52 3m52
10 46 452 飯島　しおん(5) 未来の森ＡＣ +0.4 +0.5 -0.2 +0.4 +0.4

ｲｲﾀﾞ ﾏﾘｱ 山梨 3m39 3m51 3m46 3m51 3m51
11 33 102 飯田麻里愛(6) 中村塾 +0.2 +1.0 +0.2 +1.0 +1.0

ｸﾇｷﾞ ﾄﾜ 山梨 × × 3m47 3m47 3m47
12 26 75 功刀　永遠(6) 北西陸上クラブ -0.1 -0.1 -0.1

ｲﾀｸｽ ﾁﾋﾛ 山梨 3m39 3m43 3m46 3m46 3m46
13 27 76 板楠　千尋(6) 北西陸上クラブ +0.7 +0.2 -1.7 -1.7 -1.7

ｶﾔﾇﾏ ﾕｲ 山梨 3m30 3m31 3m44 3m44 3m44
14 52 6 萱沼　結衣(5) 大国陸上クラブ +1.5 +0.9 +1.5 +1.5 +1.5

ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ 山梨 3m13 3m26 3m42 3m42 3m42
15 11 70 中澤　瑠菜(6) 北西陸上クラブ +0.9 +0.1 +1.7 +1.7 +1.7

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 山梨 3m10 3m29 3m29 3m29 3m29
16 15 3 小林　ミユ(5) 大国陸上クラブ +0.9 0.0 +0.7 0.0 0.0

ｱﾍﾞ　ｻｸﾗ 山梨 × × 3m27 3m27 3m27
17 8 196 安部　桜(6) 白根東AC +1.0 +1.0 +1.0

ﾅﾄﾘ　ﾐｵ 山梨 3m13 3m01 3m25 3m25 3m25
18 21 197 名取　澪(6) 白根東AC +0.7 +0.1 +0.3 +0.3 +0.3

ﾊﾞﾊﾞ ﾜｶﾅ 山梨 3m22 2m91 2m55 3m22 3m22
19 50 504 馬場　和夏奈(5) ナカムラAC +1.7 +0.9 +0.3 +1.7 +1.7

ｱﾒﾐﾔ　ﾘﾝｶ 山梨 2m92 3m12 3m20 3m20 3m20
20 13 184 雨宮　凜果(5) 白根東AC -0.2 +0.9 +1.1 +1.1 +1.1

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾅ 山梨 2m99 3m18 2m96 3m18 3m18
21 37 43 中島　奈菜(6) フリースタイル +0.1 +0.5 -0.7 +0.5 +0.5

ﾐﾖｼ ﾅｵ 山梨 3m09 3m13 3m15 3m15 3m15
22 49 252 三吉  南緒(5) 南アルプスＡＣ +2.0 -0.8 +0.8 +0.8 +0.8

ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ 山梨 3m04 2m80 3m13 3m13 3m13
23 53 273 相原 咲良(5) 南アルプスＡＣ +1.3 +1.4 +1.5 +1.5 +1.5

ﾎﾀﾞ ﾓｴｺ 山梨 2m45 × 3m07 3m07 3m07
24 43 13 保田　萌子(3) 大国陸上クラブ -0.1 -0.8 -0.8 -0.8

ﾌﾘﾔ ﾏﾎ 山梨 × 3m01 × 3m01 3m01
25 38 510 降矢　茉歩(4) ナカムラAC 0.0 0.0 0.0

ﾂｶﾊﾗ　ﾅﾐ 山梨 2m85 2m98 2m94 2m98 2m98
26 42 204 塚原　奈美(5) 白根東AC -0.4 +1.1 -0.7 +1.1 +1.1

ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 山梨 2m67 2m98 2m76 2m98 2m98
27 9 267 松岡 実玖(5) 南アルプスＡＣ -0.3 +1.6 +0.6 +1.6 +1.6

ｻｲﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 山梨 2m93 2m96 × 2m96 2m96
28 29 12 斉藤　まどか(3) 大国陸上クラブ +2.4 +2.3 +2.3 +2.3

ｲﾜｻ ﾕｳｶ 山梨 2m88 2m88 2m92 2m92 2m92
29 10 363 岩浅　優花(5) 一宮陸上スポ少 +0.7 +0.5 +0.4 +0.4 +0.4

ｻｻﾓﾄ　ｼｭﾘ 山梨 2m84 2m80 2m90 2m90 2m90
30 31 185 笹本　朱莉(6) 白根東AC +0.8 +1.2 +0.7 +0.7 +0.7

ﾀｷﾀ ﾄﾓｶ 山梨 2m89 × 2m71 2m89 2m89
31 45 11 滝田　智香(3) 大国陸上クラブ +0.5 +0.8 +0.5 +0.5

審 判 長：小俣　宏記

記録主任：小林　直樹

9月10日 10:30 決勝
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ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ 山梨 2m89 － － 2m89 2m89
32 35 283 坂口 莉緒(5) 南アルプスＡＣ +1.2 +1.2 +1.2

ﾐｳﾗ ﾅﾅﾐ 山梨 × × 2m87 2m87 2m87
33 41 74 三浦　七海(6) 北西陸上クラブ -0.5 -0.5 -0.5

ﾅﾄﾘ　ﾏﾅ 山梨 × 2m84 × 2m84 2m84
34 44 187 名取　舞菜(5) 白根東AC +1.4 +1.4 +1.4

ﾀｷﾀ ﾘｮｳ 山梨 2m40 2m57 2m71 2m71 2m71
35 54 45 滝田　綾(6) フリースタイル +1.7 0.0 +1.2 +1.2 +1.2

ﾅｶｻﾞﾜ　ｱﾝｼﾞｭ 山梨 2m54 2m68 2m44 2m68 2m68
36 30 114 中澤　杏珠(5) 中村塾 +1.0 +0.6 -0.3 +0.6 +0.6

ﾂｷｼﾞ ｶﾝﾅ 山梨 2m26 2m59 2m47 2m59 2m59
37 23 188 築地　かんな(4) 白根東AC +1.6 +1.7 +1.1 +1.7 +1.7

ｱﾏﾉ ｴﾐﾘ 山梨 2m55 × × 2m55 2m55
38 34 5 天野　笑里(3) 大国陸上クラブ +1.6 +1.6 +1.6

ﾔﾏｼﾀ ｱｲｶ 山梨 × 2m15 2m37 2m37 2m37
39 48 47 山下　愛花(6) 白根東AC 0.0 +0.7 +0.7 +0.7

ｻｶｲ ｻﾗ 山梨 2m32 × × 2m32 2m32
40 40 360 酒井　彩良(5) 一宮陸上スポ少 +0.4 +0.4 +0.4

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 山梨 × × 2m31 2m31 2m31
41 20 357 小林　ななみ(5) 一宮陸上スポ少 +0.6 +0.6 +0.6

ﾅｶｺﾞﾐ ﾋﾗﾘ 山梨 2m08 × 2m22 2m22 2m22
42 28 202 中込　拓里(5) 白根東AC +1.7 -1.4 -1.4 -1.4

ｵｶﾞﾜ ﾐﾅ 山梨 2m05 2m16 × 2m16 2m16
43 47 106 小川　美奈(3) 中村塾 +0.5 +0.4 +0.4 +0.4

ｸﾎﾞｶﾜ　ｺｺﾛ 山梨 × × ×
4 112 窪川　　心(2) 中村塾 NM

ｻｲﾄｳ ﾕｳ 山梨 × × ×
5 190 斉藤　優有(4) 白根東AC NM

ﾀｹﾀﾞ ﾒｲ 山梨 × × ×
6 9 竹田　芽依(4) 大国陸上クラブ NM

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｴ 山梨 × × ×
14 7 山口　華枝(5) 大国陸上クラブ NM

ﾀｹｼｹﾞ ﾓﾓｶ 山梨 × × ×
17 253 武重 桃香(4) 南アルプスＡＣ NM

ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅﾀ 山梨 × × ×
18 108 雨宮　陽向(2) 中村塾 NM

ｽｽﾞｷｷ　ﾕﾒﾎ 山梨 × × ×
19 111 鈴木　夢朋(1) 中村塾 NM

ﾅｶﾏﾁ ﾕｳｷ 山梨 × × ×
24 361 中町　優希(5) 一宮陸上スポ少 NM

ﾅｶﾞﾇﾏ　ｱｲﾘ 山梨 × × ×
51 180 長沼　愛莉(4) 白根東AC NM

ｶｻﾞﾏ ﾕｲ 山梨
12 364 風間　唯(4) 一宮陸上スポ少 DNS

ﾜｶｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 山梨
36 101 若杉　寛幸(6) 中村塾 DNS
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