


コンディション情報

大会総務 保坂　一仁 トラック審判長 半田　昌一
跳躍審判長 渡辺　悟 投てき審判長 保坂　重機

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

2011/04/16 09:30 晴 19.0 63.0 南南西 1.3 競技場
10:00 晴 20.5 49.0 東南東 0.8 競技場
11:00 晴 22.5 39.0 南南西 0.9 競技場
12:00 晴 23.5 38.0 南南西 1.5 競技場
13:00 晴 24.5 39.0 北北東 1.1 競技場
14:00 晴 25.0 30.0 東北東 4.8 競技場
15:00 晴 24.5 32.0 北東 3.8 競技場
15:55 晴 24.5 32.0 北北東 1.8 競技場

2011/04/17 09:30 晴 16.5 43.0 南南西 0.5 競技場
10:00 晴 16.5 38.0 南南東 0.4 競技場
11:00 晴 19.0 38.0 南南西 0.4 競技場
12:00 晴 20.0 36.0 南 0.9 競技場
13:00 晴 21.0 38.0 南 1.2 競技場
14:00 晴 22.0 36.0 南東 1.8 競技場
15:00 晴 21.0 38.0 南南西 2.2 競技場
15:45 晴 20.5 38.0 南東 1.5 競技場
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第４２回山梨県記録会　兼第６６回国民体育大会第１次予選会 決勝一覧表
山梨中銀スタジアム 平成２３年４月１６日(土)～１７日（日）

種目

16日 １００ｍ 堀内　貫平(3) 10.56 船橋　洋人(6) 10.96 橋本　章吾 10.98 遠藤　修平(3) 10.99 前島　凌平(2) 11.15 田中　賢司 11.19 濱崎　敬一(3) 11.21 相原　拓真(3) 11.43

(風:+2.9) 山梨・都留文科大 山梨・山梨大 山梨・山梨大AC 山梨・身延高 山梨・駿台甲府高 山梨・リコージャパン 山梨・日大明誠高 山梨・甲府西高

17日 ２００ｍA決勝 赤木　大介(4) 22.42 船橋　洋人(6) 22.60 橋本　章吾 22.65 遠藤　修平(3) 22.71 前島　凌平(2) 23.03 望月　翔太 23.20 水野　健吾(3) 23.24 井上　成(2) 23.33

(風：+0.2) 兵庫・都留文科大 山梨・山梨大 山梨・山梨大AC 山梨・身延高 山梨・駿台甲府高 山梨・未来の森ＡＣ 静岡・都留文科大 山梨・駿台甲府高

17日 ２００ｍB決勝 外所　伸崇(4) 23.24 西　大示(3) 23.30 山本　光輝(3) 23.36 望月　勇人(2) 23.47 長坂　宏紀(2) 23.58 手塚　卓也(3) 23.66 相原　拓真(3) 23.68

(風：-1.8) 山梨・山梨大 山梨・日大明誠高 山梨・甲府工高 山梨・山梨学院附属 山梨・駿台甲府高 山梨・富士河口湖高 山梨・甲府西高

16日 ４００ｍ 雨宮　大良(3) 50.12 牛山　涼太(2) 52.01 小澤　史哉(3) 52.18 深澤　宇善(3) 53.96

山梨・韮崎高 山梨・桂高 山梨・都留高 山梨・都留高

17日 ８００ｍ 宇田　峻也(4) 1:59.36 永井　佑樹(3) 2:01.94 大久保　勇生(2) 2:02.87 小澤　史哉(3) 2:05.28 坂野　勇太(2) 2:06.02 花坂　明(3) 2:06.74

福井・都留文科大 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院附属高 山梨・都留高 山梨・吉田高 山梨・甲府東高

16日 １５００ｍ 今村　来里夫(3) 4:08.77 平賀　喜裕(2) 4:11.57 松田　龍弥(3) 4:12.28 小林　大地(3) 4:13.05 北村　修二(2) 4:13.28 江崎　光祐(3) 4:15.82 和田　恵人(3) 4:21.05 秋山　大志(3) 4:21.13

山梨・山梨農林高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・身延高 山梨・韮崎高 山梨・甲府工高 山梨・桂高 山梨・山梨農林高

17日 ５０００ｍ 今村　来里夫(3) 15:23.01 北村　修二(2) 15:26.88 平賀　喜裕(2) 15:27.95 星野　隆彦 15:36.91 渡辺　　匠(3) 15:44.94 秋山　大志(3) 15:53.63 齊藤　樹(2) 16:11.59 上條　俊之(2) 16:15.40

山梨・山梨農林高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・甲州市体育協会 山梨・山梨農林高 山梨・山梨農林高 山梨・韮崎高 山梨・山梨大

16日 １１０ｍＨ 沢辺　直人 15.54(-4.6) 北島　優斗(3) 16.43(-4.6) 松田　康平(2) 16.66(-4.6) 和智　光輝(3) 16.95(-4.6) 小尾　純志(3) 17.28(-3.2) 津田　丈嗣 17.35(-4.6) 片山　健汰(3) 19.14(-3.2) 堀内　翔平(2) 20.69(-3.2)

1.067m 山梨・山梨大AC 山梨・巨摩高 山梨・山梨学院附属高 山梨・都留高 山梨・甲府西高 山梨・山梨陸協 山梨・巨摩高 山梨・富士河口湖高

16日 １１０ｍＪＨ 飯野　広夢(1) 17.38 山崎　翼(2) 19.99 井上　貴瀬(3) 20.31 笠原　健志(3) 20.63

(風:-3.6) 山梨・山梨学院附属高 山梨・未来の森ＡＣ（中） 山梨・増穂中 山梨・増穂中

16日 ３０００ｍＳＣ 山領　駿(4) 9:17.15 古川　聖(4) 10:12.87 樋口　卓哉(2) 10:16.28 上條　俊之(2) 10:16.33 程原　圭太(2) 10:19.99 向井　武児(3) 10:25.20 小林　竜太郎(3) 10:43.56 舟久保　優(2) 10:50.99

福岡・山梨学院大 山梨・山梨大 山梨・甲府西高 山梨・山梨大 山梨・桂高 山梨・北杜高 山梨・日川高 山梨・吉田高

17日 ５０００ｍＷ 市川　和明(2) 23:09.07 後藤　和樹(3) 24:36.88 江花　達也(3) 24:54.01 渡辺　裕一郎(2) 28:14.84 坂本　博一(3) 33:21.57

山梨・山梨農林高 山梨・身延高 山梨・甲府第一高 山梨・吉田高 山梨・都留高

17日 ４×１００ｍＲ 兵庫:都留文科大 41.99 山梨:駿台甲府高Ａ 43.21 山梨:山梨大 43.39 山梨:身延高 43.80 山梨:甲府西高 44.81

宮野　祐太 佐野　基 早川　純一 金川　隆生 名取　拓弥

堀内　貫平 前島　凌平 船橋　洋人 遠藤　修平 相原　拓真

佐々木　翔太 清水　隼人 依田　幸裕 高野　祐樹 新津　陽

赤木　大介 峯田　幸一 外所　伸崇 畠山　裕基 小尾　純志

17日 走高跳 沢辺　直人 1m95 深澤　宇善(3) 1m90 相山　友希(2) 1m90 斉藤　一真(2) 1m90 疋田　舞弥(3) 1m85 内藤　伸弘(3) 1m80 野口　佳紀(3) 1m75 高野　俊作(2) 1m75

山梨・山梨大AC 山梨・都留高 無効試技数差 山梨・駿台甲府高 無効試技数差 山梨・駿台甲府高 無効試技数差 山梨・都留文科大 山梨・甲府第一高 山梨・甲府城西高 無効試技数差 山梨・笛吹高 無効試技数差

16日 棒高跳 沢辺　直人 4m20 山田　大地(3) 4m00 田原　俊輔(2) 2m80 渡邊　翔也(2) 2m60 井上　樹(3) 2m40 清水　希良(2) 2m20

山梨・山梨大AC 山梨・巨摩高 山梨・甲府西高 山梨・桂高 山梨・増穂中 山梨・増穂中

16日 走幅跳 三井　聖也(3) 7m07(+2.7) 宮野　祐太(1) 7m07(+2.5) 赤池　拓哉(3) 6m87(+3.2) 疋田　舞弥(3) 6m76(+2.0) 足立　裕紀(1) 6m52(+5.0) 高野　祐樹(3) 6m47(+2.0) 林　拓己(3) 6m42(+2.4) 深澤　宇善(3) 6m34(+3.1)

山梨・園芸高 2nd記録差 山梨・都留文科大 2nd記録差 山梨・甲府工高 山梨・都留文科大 山梨・都留文科大 山梨・身延高 山梨・甲府工高 山梨・都留高

17日 三段跳 赤池　拓哉(3) 14m37(+1.2) 林　拓己(3) 13m88(-1.0) 大房　秋臣(1) 13m73(+2.4) 高野　祐樹(3) 12m93(+2.1) 野田　拓志(3) 12m58(-2.0) 相山　友希(2) 12m52(-0.6) 中村　匠吾(3) 12m43(+1.1) 斉藤　一真(2) 12m26(-1.1)

山梨・甲府工高 山梨・甲府工高 山梨・都留文科大 山梨・身延高 山梨・甲府第一高 山梨・駿台甲府高 山梨・日大明誠高 山梨・駿台甲府高

17日 砲丸投 久保田　泰史(3) 10m96

7.26kg 山梨・山梨大

17日 砲丸投 須田　裕太郎(2) 13m67 村松　克磨(3) 12m58 仲神　健斗(2) 10m83 三神　勇樹(2) 10m35 白壁　卓也(3) 10m20 山本　諭(3) 9m95 長谷川　優太(3) 9m66 芦川　祥崇(2) 9m57

6kg 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・山梨農林高 山梨・山梨農林高 山梨・富士河口湖高 山梨・都留高 山梨・都留高 山梨・身延高

17日 砲丸投 水口　晃輝(3) 9m97 井上　樹(3) 7m85 笠原　健志(3) 7m77 広瀬　太一(3) 6m30 三井　幸治(2) 5m81

5kg 山梨・未来の森ＡＣ（中） 山梨・増穂中 山梨・増穂中 山梨・増穂中 山梨・韮崎東中

16日 円盤投 久保田　尊士 33m61 久保田　泰史(3) 32m95

2kg 山梨・里垣小学校教員 山梨・山梨大

16日 円盤投 村田　雅弥(3) 39m05 武藤　大万(3) 33m65 村松　克磨(3) 32m62 須田　裕太郎(2) 32m13 古川　周平(2) 31m91 白壁　卓也(3) 31m72 森本　涼(2) 29m91 長屋　大樹(3) 28m81

1.75ｋｇ 山梨・身延高 山梨・富士河口湖高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高 山梨・甲府工高 山梨・富士河口湖高 山梨・甲府第一高 山梨・甲府工高

16日 ハンマー投 高橋　大地(4) 54m79

7.26ｋｇ 山梨・山梨大

16日 ハンマー投 村田　雅弥(3) 44m72 赤池　優太(3) 41m20 若林　正浩(3) 39m91 山本　諭(3) 36m88 芦川　祥崇(2) 36m22 市川　佳祐(3) 34m88 功刀　公輔(2) 32m69 野村　純(3) 32m36

6kg 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・都留高 山梨・身延高 山梨・大月短付高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高

17日 やり投 小野　泰平(3) 55m18 大池　優介(1) 53m69 堀川　陽平(3) 52m07 武藤　大万(3) 49m62 川口　瑞輝(3) 48m31 込江　祥吾(3) 46m92 片山　健汰(3) 44m48 長谷川　優太(3) 44m19

800g 山梨・身延高 山梨・都留文科大 山梨・駿台甲府高 山梨・富士河口湖高 山梨・巨摩高 山梨・都留高 山梨・巨摩高 山梨・都留高

男
子

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

[ YH:県高校記録／TK:着差あり ]
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第４２回山梨県記録会　兼第６６回国民体育大会第１次予選会 決勝一覧表
山梨中銀スタジアム 平成２３年４月１６日(土)～１７日（日）

種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

16日 １００ｍ 佐野　夢加 11.80 高橋　優香(2) 12.19 松山　文奈(3) 12.27 池内　英里香(1) 12.57 小澤　詩織(3) 12.59 寺本　有那(1) 12.73 猪狩　朋佳(3) 12.99 内田　莉奈(2) 13.02

(風:+0.2) 山梨・都留文科大職員 山形・都留文科大 山梨・都留文科大 兵庫・都留文科大 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 山梨・巨摩高 山梨・巨摩高

17日 ２００ｍ 上田　千曉 25.36 五十嵐　由香(2) 25.47 小澤　詩織(3) 25.79 寺本　有那(1) 26.09 西田　彩乃(2) 26.15 北村　千聖(3) 26.19 竹山　由希子(2) 26.41 塚越　彩(3) 27.52

(風：-3.4) 山梨・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ 群馬・平成国際大 山梨・駿台甲府高 山梨・駿台甲府高 宮崎・都留文科大 新潟・都留文科大 鹿児島・都留文科大 山梨・駿台甲府高

16日 ４００ｍ 北村　千聖(3) 56.63 西田　彩乃(2) 57.01 竹山　由希子(2) 57.59 鈴木　千夏(4) 58.74 山口　初乃香(1) 59.04 宮沢　泉(3) 59.99 清水　早紀(3) 1:01.78 望月　梓(3) 1:02.06

新潟・都留文科大 宮崎・都留文科大 鹿児島・都留文科大 静岡・都留文科大 山梨・都留文科大 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・駿台甲府高

17日 ８００ｍ 沖田　真理子(1) 2:16.18 細田　友里恵(1) 2:18.67 樋口　光華(4) 2:20.23 鈴木　千夏(4) 2:25.03 渡辺　眞理子(2) 2:25.71 丸山瑠里子(3) 2:25.95 東郷　さくら(3) 2:27.36

北海道・都留文科大 岩手・都留文科大 愛知・都留文科大 静岡・都留文科大 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・未来の森ＡＣ 山梨・都留高

16日 １５００ｍ 小田切　未惟子(2) 4:46.77 古屋　夏乃(2) 4:46.80 鈴木　佑佳(3) 4:51.56 石井　知佳(2) 4:54.30 若月　瞳(2) 4:55.11 河西　美穂(2) 4:57.57 山浦　友華(2) 5:02.27 内藤　夏希(2) 5:08.24

山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 長野・都留文科大 山梨・韮崎高

17日 ３０００ｍ 小田切　未惟子(2) 10:10.72 鈴木　佑佳(3) 10:11.19 古屋　夏乃(2) 10:13.76 若月　瞳(2) 10:24.41 河西　美穂(2) 10:31.81 内藤　夏希(2) 10:43.89 中島　さくら(3) 10:52.48 清水　由美子(3) 11:01.59

山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高 山梨・韮崎高

16日 １００ｍＨ 水村　明日香(3) 14.71(-7.1) 川崎　葵(2) 14.90(-7.1) 宮地　佑香(3) 15.52(-7.1) 上田　千曉 15.65(-8.3) 塚越　彩(3) 16.02(-7.1) 佐藤　里紗(2) 16.73(-7.1) 小林　悠香(4) 17.14(-7.1) 上田　淑恵(2) 17.31(-8.3)

埼玉・平成国際大 宮崎・都留文科大 東京・平成国際大 山梨・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ 山梨・駿台甲府高 東京・平成国際大 山梨・都留文科大 群馬・平成国際大

16日 １００ｍＹＨ 勝俣　美空(3) 17.87 河野　すみれ(2) 20.59 佐藤　千穗(2) 20.80

(風:-5.4) 山梨・大月AC（中） 山梨・増穂中 山梨・増穂中

17日 ５０００ｍＷ 竪本　優(3) 25:54.99 新田由里子(3) 27:23.95 川村　美紗季(2) 28:59.88 望月　渚(2) 31:56.73 望月　晴香(2) 32:31.96 森　歩(2) 32:43.81 山田　冬美(1) 43:04.65

山梨・都留文科大 山梨・桂高 山梨・山梨大 山梨・身延高 山梨・身延高 山梨・桂高 山梨・身延高

17日 ４×１００ｍＲ 静岡:都留文科大 47.51 山梨:駿台甲府高Ａ 48.96 山梨:巨摩高 49.62 山梨:桂高 50.76 山梨:駿台甲府高Ｂ51.38 山梨:日川高 53.89 山梨:甲府第一高 54.46 山梨:韮崎高 54.75

池内　英里香 雨宮　咲希 猪狩　朋佳 金城　七 北村　春菜 芹澤　悠 神宮寺　彩花 清水　早紀

高橋　優香 寺本　有那 井上　愛梨 大神田南美 望月　梓 植松　蘭 保坂　花蓮 宮沢　泉　

松山　文奈 小澤　詩織 勝俣　有理 柏木　真央 岡野　葉月 平山　ちひろ 水上　歩奈美 小丹　桜子

川崎　葵 塚越　彩 内田　莉奈 都倉　瑞生 中根　舞 小澤　いち歩 加賀美　蘭 仲澤　南

17日 走高跳 田中　結(2) 1m58 小林　未加子(2) 1m55 入倉　景子(2) 1m45 鈴木　葉子(3) 1m45 河野　和美(3) 1m45 田中　沙知(2) 1m40 鴨井　美紗子(2) 1m40 田中　女瑠萌(2) 1m40

山梨・巨摩高 山梨・富士河口湖高 山梨・巨摩高 無効試技数差 山梨・大月東中 無効試技数差 山梨・巨摩高 無効試技数差 山梨・駿台甲府高 無効試技数差 山梨・山梨農林高 無効試技数差 山梨・大月東中 無効試技数差

16日 棒高跳 小林　翠(3) 2m80 小山　沙緒理(2) 2m20

山梨・山梨大 山梨・桂高

16日 走幅跳 小林　悠香(4) 5m73(+1.8) 剱持　早紀(2) 5m57(+0.7) 横山　早紀(4) 5m52(+0.4) 川上　裕加(2) 5m37(+1.4) 小林　由有(3) 5m35(+2.7) 佐藤　綾(2) 5m34(-0.4) 入倉　景子(2) 5m32(+2.6) 小泉　舞(3) 5m06(+1.8)

山梨・都留文科大 山梨・山梨学院附属高 鳥取・都留文科大 山梨・都留文科大 山梨・巨摩高 山形・都留文科大 山梨・巨摩高 山梨・甲府南高

17日 三段跳 剱持　早紀(2) 11m92(-0.3) 麻場　友理佳 11m76(+0.1) 横山　早紀(4) 11m56(+1.5) 佐藤　綾(2) 11m19(0.0) 小泉　舞(3) 11m12(+0.6) 剱持　クリア(2) 10m81(+1.7) 近藤　祐未(3) 10m41(-0.6) 園田　亜莉沙(3) 9m92(0.0)

山梨・山梨学院附属高 東京・法政アスリート倶楽部 鳥取・都留文科大 山形・都留文科大 山梨・甲府南高 山梨・未来の森ＡＣ（中） 山梨・塩山中 山梨・都留ＡＣ（高）

17日 砲丸跳 阿部倉　瑠美(3) 8m56 柏木　玖美(2) 8m13 長澤　のぞみ(2) 7m62 白鳥　里穂(2) 7m56 米山　実樹(3) 7m08 和田　香織(3) 6m94 月見　綾音(2) 6m76 加納　実奈(3) 6m48

4kg 山梨・巨摩高 山梨・都留高 山梨・巨摩高 山梨・都留高 山梨・園芸高 山梨・富士学苑高 山梨・都留高 山梨・大月東中

16日 円盤投 小高　郁恵(3) 32m04 新納　有紗(3) 30m23 志村　詩織(2) 28m88 長澤　のぞみ(2) 28m20 小林　えり佳(2) 25m09 岩尾　玲奈(3) 24m95 岡野　葉月(3) 23m68 勝俣　藤香(2) 23m52

1kg 山梨・都留文科大 山梨・桂高 山梨・山梨大 山梨・巨摩高 山梨・桂高 山梨・身延高 山梨・駿台甲府高 山梨・桂高

16日 ハンマー投 和田　香織(3) 17m95

4kg 山梨・富士学苑高

17日 やり投 岩尾　玲奈(3) 37m22 志村　詩織(2) 34m84 中澤　佳香(3) 34m48 新納　有紗(3) 32m91 鴨井　美紗子(2) 32m66 佐藤　百華(2) 32m15 秋山　琴美(2) 32m04 月見　綾音(2) 30m52

600g 山梨・身延高 山梨・山梨大 山梨・駿台甲府高 山梨・桂高 山梨・山梨農林高 山梨・身延高 山梨・笛吹高 山梨・都留高

女
子

[ YH:県高校記録／TK:着差あり ]



一般男子100m

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

予選 22組1着＋10

1組 風:-0.2 2組 風:+0.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐﾔﾉ ﾕｳﾀ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨

1 3 1668 宮野　祐太(1) 都留文科大 11.53 Q 1 4 627 長坂　宏紀(2) 駿台甲府高 11.60 Q
ｵﾋﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｼ 山梨

2 1 110 小尾　純志(3) 甲府西高 11.62 q 2 5 47 山田　達士(3) 韮崎高 11.72
ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾋｻ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨

3 5 287 森田　友久(3) 巨摩高 11.78 3 1 633 小幡　慎司(1) 山梨学院附属 11.91
ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾙｱｷ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 山梨

4 8 819 丸山　輝明(1) 笛吹高 12.40 4 3 474 山口　輝(3) 上野原高 12.59
ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾄ 山梨 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ 山梨

5 4 161 北村　明豊(1) 甲府工高 12.91 5 8 749 水口　晃輝(3) 未来の森ＡＣ 12.60
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ﾔﾅｷﾞﾊﾞ ﾏｻｷ 山梨

2 799 山本　翔平(2) 甲府東高 DNS 6 2 141 柳場　昌樹(2) 甲府南高 12.86
ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 ﾅﾙﾐ ｼｮｳ 山梨

6 256 深澤　勇飛(2) 巨摩高 DNS 7 6 906 鳴海　星(3) 韮崎東中 12.97
ｽｷﾞｲ ﾌﾐﾔ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山梨

7 422 杉井　文哉(3) 山梨高 DNS 8 7 497 中村　優佑(2) 塩山中 14.41

3組 風:-0.8 4組 風:-0.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾈﾏﾙ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ｻﾉ ﾓﾄｲ 山梨

1 6 286 金丸　隼涼(3) 巨摩高 11.72 Q 1 5 614 佐野　基(3) 駿台甲府高 11.61 Q
ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ 山梨 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 山梨

2 2 160 荻野　慧人 城南中 12.52 2 4 13 田中　厚樹(3) 北杜高 11.87
ﾔﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 山梨

3 1 569 矢部　裕太郎 大月AC 12.71 3 2 461 山田　陽平(3) 都留高 12.04
ｵｵﾊﾗ ｹｲｽｹ 山梨 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 山梨

4 4 913 大原　啓輔(3) 韮崎東中 13.20 4 6 810 伊藤　拓哉(2) 巨摩高 12.22
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾘ 山梨

5 5 720 渡邊　大樹(3) 富士学苑高 13.22 5 7 511 小林　陸離(1) 吉田高 12.37
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 山梨

6 7 723 渡邉　幸貴(3) 富士学苑高 13.81 6 1 164 小林　大輝 城南中 13.07
ｲｲｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

3 291 飯久保　智洋(3) 巨摩高 DNS 7 3 570 上田　優生(2) 大月AC 13.38
ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｷﾗ 山梨

8 149 伊藤　翔太(3) 甲府東高 DNS 8 8 800 清水　希良(2) 増穂中 14.62

5組 風:-0.4 6組 風:-0.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨

1 6 4631 河村　晴貴(M2) 山梨大 11.42 Q 1 6 4024 田中　賢司 リコージャパン 11.51 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨 ｱｲﾊﾗ ﾀｸﾏ 山梨

2 8 855 小林　修太郎(1) 都留高 12.14 2 2 111 相原　拓真(3) 甲府西高 11.57 q
ﾜｹﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 山梨 ﾐﾈﾀ ｺｳｲﾁ 山梨

3 2 746 分部　誠之(2) 吉田高 12.17 3 4 619 峯田　幸一(3) 駿台甲府高 11.71
ｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾀｸﾔ 山梨

4 1 695 尾池　真太郎(2) 日大明誠高 12.31 4 1 115 名取　拓弥(3) 甲府西高 11.89
ｵｵｼﾊﾞ ﾚｲ 山梨 ﾏﾂﾄﾞ ﾐﾂｵ 山梨

5 4 907 大柴　怜(3) 韮崎東中 12.85 5 3 253 松土　光男(2) 巨摩高 12.30
ｶｻﾊﾗ ｹﾝｼ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 山梨

6 7 799 笠原　健志(3) 増穂中 13.00 6 7 218 渡邊　晶(2) 甲府昭和高 12.38
ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨 ｲｺﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 山梨

3 297 磯野　恵輔(2) 巨摩高 DNS 7 5 50 生駒　忠大(2) 韮崎高 12.49
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

5 44 萩原　大智(3) 韮崎高 DNS 8 8 733 窪田　雄大(1) 未来の森ＡＣ 13.22

4月16日 15:55 決勝

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 11:25 予選

4月16日 14:25 準決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子100m

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月16日 15:55 決勝

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 11:25 予選

4月16日 14:25 準決勝

7組 風:-0.9 8組 風:-1.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾄ 山梨

1 4 613 小川　流星(3) 駿台甲府高 11.88 Q 1 5 1676 船橋　洋人(6) 山梨大 11.36 Q
ﾋｸﾞﾁ ｹｲ 山梨 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨

2 5 743 樋口　景(3) 未来の森ＡＣ 11.96 2 3 624 井上　成(2) 駿台甲府高 11.57 q
ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｾﾞﾝ 山梨

3 2 545 岩田　裕矢(2) 富士河口湖高 12.00 3 2 458 深澤　宇善(3) 都留高 11.79
ﾉﾅｶ ﾀｹﾙ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨

4 7 117 野中　武(2) 甲府西高 12.17 4 4 347 遠藤　佳祐(2) 身延高 11.91
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 山梨 ﾖｼﾑﾗ ﾂﾖｼ 山梨

5 1 97 山口　拓郎(2) 甲府西高 12.63 5 6 472 吉村　剛(3) 上野原高 12.20
ｱｷﾔﾏ ﾕｳ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 山梨

6 3 797 秋山　雄(3) 増穂中 12.65 6 7 463 近藤　正則(3) 都留高 12.53
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

7 8 1237 小林　祐斗(2) 大月東中 13.47 7 1 747 山崎　翼(2) 未来の森ＡＣ 12.80
ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛﾀｶ 山梨 ｼﾀﾞﾗｸ ｶｲﾄ 山梨

6 611 雨宮　大昂(3) 駿台甲府高 DNS 8 8 582 設楽　開人(2) 大月AC 13.12

9組 風:+0.2 10組 風:+1.2
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 岩手 ﾐﾂｲ ｾｲﾔ 山梨

1 4 1709 佐々木　翔太(4) 都留文科大 11.33 Q 1 5 384 三井　聖也(3) 園芸高 11.42 Q
ｻｶﾓﾄ ｱｷﾋﾄ 山梨 ｼﾑﾗ ｱｻﾋ 山梨

2 8 407 坂本　明仁(3) 日川高 11.73 2 2 138 志村　旭(3) 甲府南高 11.67 q
ﾊﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 山梨

3 3 1693 早川　純一(3) 山梨大 11.73 3 3 196 清水　琢矢(3) 甲府昭和高 11.80
ﾜﾁ ｺｳｷ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 山梨

4 1 462 和智　光輝(3) 都留高 11.92 4 4 160 中澤　諒(1) 甲府工高 12.13
ｲｼﾄﾞｳ ｼｭﾝ 山梨 ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 山梨

5 5 623 石堂　駿(2) 駿台甲府高 12.09 5 1 715 小山　裕哉(2) 日大明誠高 12.19
ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝﾀ 山梨 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 山梨

6 6 798 中込　健太(3) 増穂中 12.21 6 8 703 中村　匠吾(3) 日大明誠高 12.26
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 山梨

7 2 130 小澤　彰誉(2) 甲府南高 12.35 7 6 5202 前島　孝介(2) 山梨学院大 12.70
ﾊｶﾞ ｼｮｳ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 山梨

8 7 493 芳賀　翔(3) 塩山中 13.02 8 7 918 山口　誠(2) 韮崎東中 13.85

11組 風:+1.4 12組 風:+0.6
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨

1 4 601 清水　隼人(1) 駿台甲府高 11.68 Q 1 6 370 遠藤　修平(3) 身延高 11.28 Q
ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 山梨 ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 山梨

2 3 729 足立　拓海(3) 未来の森ＡＣ 11.95 2 4 582 石井　大翔(3) 山梨学院大 11.68
ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 山梨 ﾄﾖｼﾏ ﾀｲｾｲ 山梨

3 6 251 田中　孝太(2) 巨摩高 12.12 3 5 1251 豊島　泰生(3) 大月東中 11.84
ﾆｲﾂ ｱｷﾗ 山梨 ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨

4 2 123 新津　陽(2) 甲府西高 12.12 4 2 853 白須　愁(1) 都留高 11.85
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾄｼ 山梨 ﾐﾔﾀ ｹﾝﾄ 山梨

5 5 581 藤原　尚俊(2) 大月AC 12.53 5 8 162 宮田　健登 城南中 12.61
ｺｶﾞ ﾔｽﾕｷ 山梨 ﾄｳｺﾞｳ ﾕｳﾔ 山梨

6 1 580 古賀　泰行(3) 大月AC 12.73 6 3 833 東郷　優哉(2) 甲府工高 12.68
ｲﾉｳｴ ｲﾂｷ 山梨 ｲｼﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨

7 8 803 井上　樹(3) 増穂中 13.44 7 1 672 石原　健太郎(2) 東海大甲府 12.69
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾏｻｷ 山梨

7 549 五十嵐　雄大(2) 富士河口湖高 DNS 8 7 910 山寺　真輝(2) 韮崎東中 13.51

凡例  DNS:欠場



一般男子100m

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月16日 15:55 決勝

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 11:25 予選

4月16日 14:25 準決勝

13組 風:+0.1 14組 風:+0.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾃﾂﾞｶ ﾀｸﾔ 山梨 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｺﾞ 静岡

1 6 530 手塚　卓也(3) 富士河口湖高 11.51 Q 1 5 1714 水野　健吾(3) 都留文科大 11.37 Q
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山梨 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 山梨

2 5 1692 中村　厚太(3) 山梨大 11.67 q 2 3 279 北島　優斗(3) 巨摩高 11.61 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 山梨

3 7 144 近藤　大雅(3) 甲府南高 11.94 3 6 156 中島　健汰(2) 甲府工高 12.09
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 山梨 ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨

4 4 293 清水　優喜(3) 巨摩高 12.10 4 2 449 臼井　正博(2) 都留高 12.30
ｵｵｶﾜ ﾀｸﾛｳ 山梨 ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 山梨

5 2 129 大川　拓郎(2) 甲府南高 12.61 5 1 694 青木　一真(2) 日大明誠高 12.49
ｺｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨

6 1 304 小池　慎太郎(2) 白根高 12.63 6 8 471 三枝　郁也(3) 大国陸上クラブ 12.51
ｵｵﾀｷ ｶﾂｼ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｸﾆﾋﾛ 山梨

7 3 801 大瀧　雄司(3) 増穂中 12.72 7 4 721 堀内　邦裕(3) 富士学苑高 13.04
ｵｶﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 山梨 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾚｲ 山梨

8 8 482 岡部  瑶平(2) 塩山中 13.86 8 7 801 溝口　嶺(2) 増穂中 13.27

15組 風:+0.8 16組 風:-1.7
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 山梨 ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨

1 3 3286 橋本　章吾 山梨大AC 11.17 Q 1 5 628 前島　凌平(2) 駿台甲府高 11.53 Q
ﾄﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾀｶ 山梨 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨

2 5 4638 外所　伸崇(4) 山梨大 11.51 q 2 8 137 田中　拓未(3) 甲府南高 11.85
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳ 山梨 ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨

3 7 200 萩原　優(3) 甲府昭和高 11.53 q 3 2 852 須森　祥希(2) 都留高 12.21
ｵｳﾊｼ ｺｳﾍｲ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 山梨

4 6 42 大橋　昂平(3) 韮崎高 11.89 4 6 298 内田　真司(2) 巨摩高 12.40
ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 山梨 ﾉﾑﾗ ﾕｲ 山梨

5 2 450 石原　宙(2) 都留高 12.48 5 7 657 野村　唯(2) 山梨学院附属 12.76
ﾅﾄﾘ ﾄｼﾋﾛ 山梨 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 山梨

6 4 159 名取　利紘(1) 甲府工高 12.80 6 3 424 佐々木　俊介(3) 山梨高 13.22
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 山梨 ｲｲﾀﾞ ﾄﾓｷ 山梨

7 1 749 川村　知輝(1) 吉田高 13.51 7 1 152 飯田　知輝 城南中 14.05
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾄ 山梨

8 8 752 宮下　和真(3) 富士北稜高 13.92 4 612 井上　智仁(3) 駿台甲府高 DNS

17組 風:-1.0 18組 風:-2.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｶﾝﾍﾟｲ 山梨

1 1 711 濱崎　敬一(3) 日大明誠高 11.24 Q 1 4 1713 堀内　貫平(3) 都留文科大 11.20 Q
ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ 山梨 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ 山梨

2 4 4859 塩島広之助(2) 山梨英和大 11.49 q 2 2 408 田村　淳(3) 日川高 11.95
ｽｴﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 山梨 ｶﾀﾔﾏ ｹﾝﾀ 山梨

3 2 3536 末松　裕鏡 未来の森ＡＣ 11.95 3 6 292 片山　健汰(3) 巨摩高 12.37
ｲｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ 山梨 ｼｵｻﾞﾜ ﾀｶｵ 山梨

4 8 775 池田　征司(3) 都留高 12.35 4 8 423 塩澤　崇夫(3) 山梨高 13.44
ｻﾄｳ ｷﾖｱｷ 山梨 ｵﾉ ｺｳﾍｲ 山梨

5 3 598 佐藤　圭晃(3) 富士北稜高 12.79 1 116 小野　航平(2) 甲府西高 DNS
ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼｷ 山梨

6 7 425 上田　侑平(3) 山梨高 13.22 3 175 松澤　良樹(3) 甲府工高 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ﾐﾂｲ ﾏｻﾕｷ 山梨

5 288 山田　大地(3) 巨摩高 DNS 5 41 三井　理至(3) 韮崎高 DNS
ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾀｶﾌﾐ 山梨

6 807 土橋　知弥(2) 巨摩高 DNS 7 697 深澤　和史(2) 日大明誠高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子100m

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月16日 15:55 決勝

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 11:25 予選

4月16日 14:25 準決勝

19組 風:+0.3 20組 風:-1.4
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

1 3 1665 足立　裕紀(1) 都留文科大 11.49 Q 1 4 832 樋口　航大(2) 甲府工高 11.68 Q
ｶﾅｶﾞﾜ ﾀｶｲｷ 山梨 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨

2 4 369 金川　隆生(3) 身延高 11.55 q 2 6 368 畠山　裕基(3) 身延高 11.86
ﾊﾗ ﾕｳｷ 山梨 ｱﾝﾄﾞｳ ｽｸﾞﾙ 山梨

3 5 197 原　由樹(3) 甲府昭和高 12.02 3 3 475 安藤　俊(2) 上野原高 12.21
ｲｲﾉ ﾀｸﾔ 山梨 ｵｵﾓﾘ ﾕｳ 山梨

4 2 285 飯野　琢也(3) 巨摩高 12.34 4 1 783 大森　優(3) 都留高 12.80
ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 山梨 ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓｱｷ 山梨

5 1 127 岩下　浩章(2) 甲府南高 12.46 5 2 448 白鳥　智彰(2) 都留高 13.12
ｱｶｲｹ ﾄｼｷ 山梨 ﾜｱﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 山梨

6 8 796 赤池　俊基(2) 甲府東高 12.52 6 8 513 渡辺　和樹(1) 吉田高 13.35
ｲﾉｳｴ ﾀｶｾ 山梨 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

7 6 800 井上　貴瀬(3) 増穂中 12.57 7 7 496 平林　諒(2) 塩山中 13.55
ｸﾇｷﾞ ｺｳｽｹ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨

8 7 300 功刀　公輔(2) 巨摩高 13.65 5 299 内田　智也(2) 巨摩高 DNS

21組 風:-3.1 22組 風:-1.7
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 山梨 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 山梨

1 5 372 高野　祐樹(3) 身延高 11.65 Q 1 4 281 永井　佑樹(3) 巨摩高 12.07 Q
ｱｲｻﾞﾜ ｳｺﾝ 山梨 ｼｵﾀ ｶｽﾞｷ 山梨

2 4 621 相澤　右近(2) 駿台甲府高 12.07 2 3 181 塩田　一輝(3) 甲府工高 12.18
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山梨 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 山梨

3 2 476 渡邊　黎旺(3) 大国陸上クラブ 12.14 3 8 854 安藤　浩平(1) 都留高 12.29
ｺｲｹ ﾏｻｷ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨

4 8 713 小池　将貴(2) 日大明誠高 12.28 4 1 151 安田　壮太 城南中 12.55
ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ 山梨

5 6 284 足達　亮祐(3) 巨摩高 12.49 5 2 674 阿部　卓也(1) 東海大甲府 13.17
ｱﾗｲ ｻﾄｼ 山梨 ｱﾏﾉ ﾅｵﾄ 山梨

6 1 748 荒井　慧(1) 吉田高 13.03 6 5 755 天野　直人(3) 富士北稜高 13.21
ﾖﾀﾞ ﾄﾓｷ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲﾗ 山梨

7 7 813 依田　知樹(2) 増穂中 13.18 6 283 望月　平(3) 巨摩高 DNS
ｲｼﾉ ﾚｵ 兵庫 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 山梨

3 1707 石野　玲央(4) 都留文科大 DNS 7 673 山田　候輔(1) 東海大甲府 DNS

準決勝 4組1着＋4

1組 風:-2.2 2組 風:-3.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨 ﾊﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 山梨

1 3 370 遠藤　修平(3) 身延高 11.40 Q 1 5 711 濱崎　敬一(3) 日大明誠高 11.52 Q
ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾄ 山梨

2 4 628 前島　凌平(2) 駿台甲府高 11.67 q 2 4 1676 船橋　洋人(6) 山梨大 11.56 q
ｱｲﾊﾗ ﾀｸﾏ 山梨 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨

3 1 111 相原　拓真(3) 甲府西高 11.80 q 3 3 4024 田中　賢司 リコージャパン 11.75 q
ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 山梨 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨

4 2 279 北島　優斗(3) 巨摩高 11.82 4 2 624 井上　成(2) 駿台甲府高 11.81
ﾃﾂﾞｶ ﾀｸﾔ 山梨 ｵﾋﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山梨

5 5 530 手塚　卓也(3) 富士河口湖高 11.82 5 1 110 小尾　純志(3) 甲府西高 12.01
ｶﾈﾏﾙ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨

6 8 286 金丸　隼涼(3) 巨摩高 11.91 6 8 601 清水　隼人(1) 駿台甲府高 12.01
ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 山梨

7 7 613 小川　流星(3) 駿台甲府高 12.04 7 7 281 永井　佑樹(3) 巨摩高 12.36
ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 岩手 ﾐﾔﾉ ﾕｳﾀ 山梨

6 1709 佐々木　翔太(4) 都留文科大 DNS 6 1668 宮野　祐太(1) 都留文科大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子100m

山梨県記録(YR)          10.33     平岩　雄志(東洋大)                    1993 4月16日 15:55 決勝

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 11:25 予選

4月16日 14:25 準決勝

3組 風:-4.8 4組 風:-5.4
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｶﾝﾍﾟｲ 山梨

1 5 3286 橋本　章吾 山梨大AC 11.83 Q 1 6 1713 堀内　貫平(3) 都留文科大 11.36 Q
ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 山梨 ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ 山梨

2 8 372 高野　祐樹(3) 身延高 12.03 2 8 4859 塩島広之助(2) 山梨英和大 11.97
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳ 山梨 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 山梨

3 2 200 萩原　優(3) 甲府昭和高 12.18 3 3 1665 足立　裕紀(1) 都留文科大 12.06
ｻﾉ ﾓﾄｲ 山梨 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨

4 3 614 佐野　基(3) 駿台甲府高 12.20 4 5 4631 河村　晴貴(M2) 山梨大 12.09
ﾄﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾀｶ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨

5 7 4638 外所　伸崇(4) 山梨大 12.22 5 4 627 長坂　宏紀(2) 駿台甲府高 12.12
ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｺﾞ 静岡 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

6 6 1714 水野　健吾(3) 都留文科大 12.35 6 7 832 樋口　航大(2) 甲府工高 12.24
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山梨 ｶﾅｶﾞﾜ ﾀｶｲｷ 山梨

7 1 1692 中村　厚太(3) 山梨大 12.36 7 2 369 金川　隆生(3) 身延高 12.32
ﾐﾂｲ ｾｲﾔ 山梨 ｼﾑﾗ ｱｻﾋ 山梨

4 384 三井　聖也(3) 園芸高 DNS 1 138 志村　旭(3) 甲府南高 DNS

決勝 

風:+2.9
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾎﾘｳﾁ ｶﾝﾍﾟｲ 山梨

1 6 1713 堀内　貫平(3) 都留文科大 10.56
ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾄ 山梨

2 8 1676 船橋　洋人(6) 山梨大 10.96
ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 山梨

3 5 3286 橋本　章吾 山梨大AC 10.98
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨

4 3 370 遠藤　修平(3) 身延高 10.99
ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨

5 7 628 前島　凌平(2) 駿台甲府高 11.15
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 山梨

6 2 4024 田中　賢司 リコージャパン 11.19
ﾊﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 山梨

7 4 711 濱崎　敬一(3) 日大明誠高 11.21
ｱｲﾊﾗ ﾀｸﾏ 山梨

8 1 111 相原　拓真(3) 甲府西高 11.43

凡例  DNS:欠場



一般男子200m

山梨県記録(YR)          20.78     長谷川　充(Ken　ProAC)                2007

予選 14組0着＋16

1組 風:-0.8 2組 風:+0.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 山梨

1 4 1706 赤木　大介(4) 都留文科大 22.33 q 1 5 3286 橋本　章吾 山梨大AC 22.88 q
ﾃﾂﾞｶ ﾀｸﾔ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨

2 5 530 手塚　卓也(3) 富士河口湖高 23.56 q 2 3 832 樋口　航大(2) 甲府工高 23.59
ｻﾉ ﾌﾐﾔ 山梨 ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨

3 6 354 佐野　史弥(2) 身延高 24.47 3 6 503 牛山　涼太(2) 桂高 23.60
ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ﾆｲﾂ ｱｷﾗ 山梨

4 8 512 鶴崎　大輔(1) 吉田高 24.74 4 8 123 新津　陽(2) 甲府西高 24.57
ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨 ｺｲｹ ﾏｻｷ 山梨

5 2 545 岩田　裕矢(2) 富士河口湖高 24.85 5 2 713 小池　将貴(2) 日大明誠高 24.82
ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨

6 1 160 荻野　慧人 城南中 24.87 6 1 151 安田　壮太 城南中 25.53
ｵｵﾊﾗ ｹｲｽｹ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 山梨

7 3 913 大原　啓輔(3) 韮崎東中 26.74 7 7 918 山口　誠(2) 韮崎東中 27.44
ｱｷﾊﾞ ｱﾏﾅ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾏ 山梨

8 7 803 秋葉　天菜(2) 増穂中 28.68 4 752 宮下　和真(3) 富士北稜高 DNS

3組 風:-1.2 4組 風:-1.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾄ 山梨 ｵﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨

1 3 1676 船橋　洋人(6) 山梨大 22.69 q 1 8 633 小幡　慎司(1) 山梨学院附属 24.45
ｻｶﾓﾄ ｱｷﾋﾄ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 山梨

2 7 407 坂本　明仁(3) 日川高 23.75 2 1 461 山田　陽平(3) 都留高 24.64
ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 山梨 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 山梨

3 6 279 北島　優斗(3) 巨摩高 23.90 3 3 729 足立　拓海(3) 未来の森ＡＣ 24.90
ｲｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ 山梨 ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨

4 2 775 池田　征司(3) 都留高 25.61 4 4 284 足達　亮祐(3) 巨摩高 25.19
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 山梨 ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 山梨

5 1 97 山口　拓郎(2) 甲府西高 25.97 5 7 127 岩下　浩章(2) 甲府南高 26.19
ﾅﾙﾐ ｼｮｳ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 山梨

6 4 906 鳴海　星(3) 韮崎東中 26.28 2 753 渡辺　開人(3) 富士北稜高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 山梨 ｲｲｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

7 8 723 渡邉　幸貴(3) 富士学苑高 28.26 5 291 飯久保　智洋(3) 巨摩高 DNS
ｶﾅｶﾞﾜ ﾀｶｲｷ 山梨 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨

5 369 金川　隆生(3) 身延高 DNS 6 4631 河村　晴貴(M2) 山梨大 DNS

5組 風:-2.2 6組 風:-0.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｼ ｵｵｼﾞ 山梨 ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨

1 8 709 西　大示(3) 日大明誠高 23.32 q 1 3 628 前島　凌平(2) 駿台甲府高 23.04 q
ｶﾈﾏﾙ ｼｭﾝｽｹ 山梨 ﾓﾁｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 山梨

2 5 286 金丸　隼涼(3) 巨摩高 23.56 2 8 3535 望月　翔太 未来の森ＡＣ 23.10 q
ｽｴﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 山梨 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨

3 7 3536 末松　裕鏡 未来の森ＡＣ 24.57 3 4 368 畠山　裕基(3) 身延高 23.70
ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 山梨 ｼﾑﾗ ｱｻﾋ 山梨

4 6 186 小島　一樹(1) 甲府城西高 24.88 4 1 138 志村　旭(3) 甲府南高 23.73
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀﾛｳ 山梨 ｲｺﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 山梨

5 2 855 小林　修太郎(1) 都留高 25.22 5 5 50 生駒　忠大(2) 韮崎高 25.27
ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏｻﾄ 山梨

6 1 449 臼井　正博(2) 都留高 25.52 6 2 568 諸角　昌人(3) 大月短付高 25.82
ﾅﾄﾘ ﾄｼﾋﾛ 山梨 ｵｵｼﾊﾞ ﾚｲ 山梨

7 4 159 名取　利紘(1) 甲府工高 26.30 7 6 907 大柴　怜(3) 韮崎東中 27.54
ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛﾀｶ 山梨 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 山梨

3 611 雨宮　大昂(3) 駿台甲府高 DNS 7 15 小松　諒祐(3) 北杜高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 11:40 予選

4月17日 14:10 決勝

凡例  DNS:欠場
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審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 11:40 予選

4月17日 14:10 決勝

7組 風:-2.0 8組 風:-0.4
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｺﾞ 静岡 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ 山梨

1 6 1714 水野　健吾(3) 都留文科大 23.10 q 1 7 408 田村　淳(3) 日川高 24.26
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 山梨 ﾜﾁ ｺｳｷ 山梨

2 3 176 山本　光輝(3) 甲府工高 23.38 q 2 2 462 和智　光輝(3) 都留高 24.32
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾀｶｾ 山梨

3 5 196 清水　琢矢(3) 甲府昭和高 23.88 3 6 800 井上　貴瀬(3) 増穂中 25.59
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｵｶﾞﾜｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 山梨

4 7 145 塚田　遼太(2) 甲府南高 24.80 4 8 798 小河内　康弘(2) 増穂中 28.60
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 山梨 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨

5 8 854 安藤　浩平(1) 都留高 25.01 3 368 畠山　裕基(3) 身延高 DNS
ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨 ｲｼﾉ ﾚｵ 兵庫

6 1 484 藤本　聖哉(1) 桂高 25.39 4 1707 石野　玲央(4) 都留文科大 DNS
ｶﾔﾇﾏ ﾘｮｳ 山梨 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾔ 山梨

7 4 754 萱沼　遼(3) 富士北稜高 25.88 5 807 土橋　知弥(2) 巨摩高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂｷ 山梨

2 82 望月　光樹(1) 甲府第一高 DNS

9組 風:+0.2 10組 風:-2.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨 ｵｳﾊｼ ｺｳﾍｲ 山梨

1 6 370 遠藤　修平(3) 身延高 22.63 q 1 4 42 大橋　昂平(3) 韮崎高 24.37
ｱｲﾊﾗ ﾀｸﾏ 山梨 ｻﾄｳ ｷﾖｱｷ 山梨

2 7 111 相原　拓真(3) 甲府西高 23.53 q 2 3 598 佐藤　圭晃(3) 富士北稜高 26.04
ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾏｻ 山梨 ｱﾏﾉ ﾅｵﾄ 山梨

3 3 496 鈴木　教雅(3) 桂高 24.51 3 2 755 天野　直人(3) 富士北稜高 27.05
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾀｶ 山梨 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨

4 8 600 渡辺　靖崇(3) 富士北稜高 25.43 1 549 五十嵐　雄大(2) 富士河口湖高 DNS
ﾌｷﾉ ﾏｻﾙ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂｼ 山梨

5 2 634 吹野　大(1) 山梨学院附属 25.80 5 47 山田　達士(3) 韮崎高 DNS
ｼﾀﾞﾗｸ ｶｲﾄ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾄ 山梨

6 4 582 設楽　開人(2) 大月AC 26.99 6 612 井上　智仁(3) 駿台甲府高 DNS
ﾐﾈﾀ ｺｳｲﾁ 山梨 ﾂｶﾞﾈ ﾕｳ 山梨

5 619 峯田　幸一(3) 駿台甲府高 DNS 7 3 津金　優(2) 北杜高 DNS
ﾌｶｻﾜ ﾀｶﾌﾐ 山梨

8 687 深澤　和史(2) 日大明誠高 DNS

11組 風:-0.5 12組 風:+1.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 ﾐﾂｲ ｾｲﾔ 山梨

1 5 624 井上　成(2) 駿台甲府高 23.27 q 1 3 384 三井　聖也(3) 園芸高 23.79
ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾀｸﾔ 山梨

2 4 4859 塩島広之助(2) 山梨英和大 23.37 q 2 8 115 名取　拓弥(3) 甲府西高 24.06
ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 ｼﾏﾑﾗ ｿｳﾀ 山梨

3 7 627 長坂　宏紀(2) 駿台甲府高 23.43 q 3 2 152 島村　颯太(3) 甲府東高 24.69
ﾄﾖｼﾏ ﾀｲｾｲ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｸﾆﾋﾛ 山梨

4 6 1251 豊島　泰生(3) 大月東中 24.26 4 6 721 堀内　邦裕(3) 富士学苑高 27.03
ﾋｸﾞﾁ ｹｲ 山梨 ｸﾌﾞﾀ ｹﾝﾄ 山梨

5 3 743 樋口　景(3) 未来の森ＡＣ 24.57 5 7 901 口分田　健人(2) 韮崎東中 28.24
ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨 ｲｿﾉ ｹｲｽｹ 山梨

6 8 852 須森　祥希(2) 都留高 25.17 4 297 磯野　恵輔(2) 巨摩高 DNS
ｵﾉ ｺｳﾍｲ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山梨

1 116 小野　航平(2) 甲府西高 DNS 5 299 内田　智也(2) 巨摩高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲﾗ 山梨

2 283 望月　平(3) 巨摩高 DNS

凡例  DNS:欠場
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審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 11:40 予選

4月17日 14:10 決勝

13組 風:0.0 14組 風:-0.8
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｶｻﾜ ﾕｳﾋ 山梨 ﾄﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾀｶ 山梨

1 6 256 深澤　勇飛(2) 巨摩高 23.96 1 5 4638 外所　伸崇(4) 山梨大 23.32 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨

2 1 463 近藤　正則(3) 都留高 25.14 2 4 655 望月　勇人(2) 山梨学院附属 23.48 q
ｼﾝｶｲ ﾚｲｼﾞ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 山梨

3 7 140 新海　怜士(3) 甲府南高 25.26 3 8 476 渡邊　黎旺(3) 大国陸上クラブ 23.79
ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 ﾊﾗ ﾕｳｷ 山梨

4 8 747 山崎　翼(2) 未来の森ＡＣ 26.05 4 3 197 原　由樹(3) 甲府昭和高 24.25
ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾄ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 山梨

5 4 161 北村　明豊(1) 甲府工高 26.26 5 6 298 内田　真司(2) 巨摩高 25.29
ﾊﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 山梨

2 599 羽田　憲将(3) 富士北稜高 DNS 6 7 218 渡邊　晶(2) 甲府昭和高 25.36
ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ 山梨 ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 山梨

3 1688 島崎　篤志(3) 山梨大 DNS 7 2 715 小山　裕哉(2) 日大明誠高 25.46
ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 山梨 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 山梨

5 251 田中　孝太(2) 巨摩高 DNS 8 1 748 荒井　慧(1) 吉田高 26.48

決勝 2組

1組 風:-1.8 2組 風:+0.2
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾀｶ 山梨 ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫

1 4 4638 外所　伸崇(4) 山梨大 23.24 1 4 1706 赤木　大介(4) 都留文科大 22.42
ﾆｼ ｵｵｼﾞ 山梨 ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾄ 山梨

2 3 709 西　大示(3) 日大明誠高 23.30 2 3 1676 船橋　洋人(6) 山梨大 22.60
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 山梨 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 山梨

3 5 176 山本　光輝(3) 甲府工高 23.36 3 5 3286 橋本　章吾 山梨大AC 22.65
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨

4 8 655 望月　勇人(2) 山梨学院附属 23.47 4 6 370 遠藤　修平(3) 身延高 22.71
ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨

5 7 627 長坂　宏紀(2) 駿台甲府高 23.58 5 7 628 前島　凌平(2) 駿台甲府高 23.03
ﾃﾂﾞｶ ﾀｸﾔ 山梨 ﾓﾁｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 山梨

6 1 530 手塚　卓也(3) 富士河口湖高 23.66 6 8 3535 望月　翔太 未来の森ＡＣ 23.20
ｱｲﾊﾗ ﾀｸﾏ 山梨 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｺﾞ 静岡

7 2 111 相原　拓真(3) 甲府西高 23.68 7 2 1714 水野　健吾(3) 都留文科大 23.24
ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾉｽｹ 山梨 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨

6 4859 塩島広之助(2) 山梨英和大 DNS 8 1 624 井上　成(2) 駿台甲府高 23.33

凡例  DNS:欠場



一般男子400m

山梨県記録(YR)          46.79     堀越  勇介(都留高)                    1990

予選 8組0着＋8

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨 ﾓﾁｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 山梨

1 6 1693 早川　純一(3) 山梨大 53.69 1 8 3535 望月　翔太 未来の森ＡＣ 50.47 q
ｾｷﾄﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 山梨

2 8 574 関戸　一真(3) 大月短付高 53.98 2 3 48 清水　貴志(3) 韮崎高 52.74
ﾐｳﾗ ｺｳｽｹ 山梨 ｴﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 山梨

3 4 630 三浦　孝允(2) 駿台甲府高 55.44 3 6 374 江本　隆斗(3) 身延高 53.03
ﾌｼﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ 兵庫 ﾊﾗ ﾕｳｷ 山梨

4 5 1715 藤輪　翔大(2) 都留文科大 55.49 4 5 197 原　由樹(3) 甲府昭和高 54.26
ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨 ｼﾝｶｲ ﾚｲｼﾞ 山梨

5 1 151 安田　壮太 城南中 56.35 5 7 140 新海　怜士(3) 甲府南高 54.27
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏｻﾄ 山梨 ｵｵｶﾜ ﾀｸﾛｳ 山梨

6 7 568 諸角　昌人(3) 大月短付高 58.18 6 2 129 大川　拓郎(2) 甲府南高 54.34
ﾊﾔｶﾜ ﾀｶｶｽﾞ 山梨 ﾅﾙﾐ ｼｮｳ 山梨

7 3 483 早川　隆一(3) 塩山中 1:02.02 7 4 906 鳴海　星(3) 韮崎東中 57.99
ﾊﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 山梨

2 599 羽田　憲将(3) 富士北稜高 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾆｼ ｵｵｼﾞ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 山梨

1 2 709 西　大示(3) 日大明誠高 52.65 1 4 176 山本　光輝(3) 甲府工高 51.22 q
ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨

2 6 24 田草川　裕(1) 韮崎高 53.98 2 5 347 遠藤　佳祐(2) 身延高 53.38
ｻﾉ ﾌﾐﾔ 山梨 ﾂｼﾞﾉ ﾚﾝ 山梨

3 5 354 佐野　史弥(2) 身延高 54.61 3 1 858 辻野　廉(3) 甲府南高 53.57
ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾋｻ 山梨

4 8 852 須森　祥希(2) 都留高 55.34 4 3 287 森田　友久(3) 巨摩高 54.87
ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 山梨 ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨

5 3 1 高橋　健(2) 北杜高 56.31 5 7 449 臼井　正博(2) 都留高 57.35
ﾊﾔｶﾜ ｱｵｿﾞﾗ 山梨 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 山梨

6 4 1501 早川　青空(2) 富士学苑中 1:06.44 6 6 729 足立　拓海(3) 未来の森ＡＣ 57.47
ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 山梨

7 531 三枝　史弥(3) 富士河口湖高 DNS 7 2 546 堀内　翔平(2) 富士河口湖高 1:00.81
ｽｷﾞｲ ﾌﾐﾔ 山梨

8 8 422 杉井　文哉(3) 山梨高 1:04.95

5組 6組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾀｲﾗ 山梨

1 4 503 牛山　涼太(2) 桂高 51.61 q 1 5 45 雨宮　大良(3) 韮崎高 50.54 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｵｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 山梨

2 1 145 近藤　大雅(3) 甲府南高 53.39 2 8 779 小澤　史哉(3) 都留高 52.37 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 山梨 ｼﾗｽ ｼｭｳ 山梨

3 7 461 山田　陽平(3) 都留高 55.22 3 1 853 白須　愁(1) 都留高 53.33
ﾌｷﾉ ﾏｻﾙ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾏｻ 山梨

4 8 634 吹野　大(1) 山梨学院附属 56.15 4 4 496 鈴木　教雅(3) 桂高 54.12
ｱｼｻﾞﾜ ｹｲ 山梨 ｼｵﾀ ｶｽﾞｷ 山梨

5 2 409 芦澤　慶(3) 日川高 56.16 5 3 181 塩田　一輝(3) 甲府工高 55.03
ﾋｸﾞﾁ ｹｲ 山梨 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

3 743 樋口　景(3) 未来の森ＡＣ DNS 6 2 145 塚田　遼太(2) 甲府南高 55.46
ｻﾉ ｹｲﾀ 山梨 ｼﾏﾑﾗ ｿｳﾀ 山梨

5 350 佐野　圭汰(2) 身延高 DNS 7 7 152 島村　颯太(3) 甲府東高 55.54
ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ 山梨 ｶﾔﾇﾏ ﾘｮｳ 山梨

6 1688 島崎　篤志(3) 山梨大 DNS 8 6 754 萱沼　遼(3) 富士北稜高 58.13

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 10:50 予選

4月16日 15:40 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子400m

山梨県記録(YR)          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

4月16日 10:50 予選

4月16日 15:40 決勝

7組 8組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｾﾞﾝ 山梨

1 4 370 遠藤　修平(3) 身延高 50.49 q 1 7 458 深澤　宇善(3) 都留高 51.93 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨 ｲｼﾊﾀ ﾋｶﾙ 山梨

2 6 655 望月　勇人(2) 山梨学院附属 51.08 q 2 6 4634 石畑　光(2) 山梨大 52.93
ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ｲｵﾘ 山梨

3 2 512 鶴崎　大輔(1) 吉田高 53.22 3 8 626 長坂　伊織(2) 駿台甲府高 53.49
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 山梨 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 山梨

4 3 1692 中村　厚太(3) 山梨大 53.59 4 3 1710 吉田　恭輔(4) 都留文科大 54.41
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｶｱｷ 山梨 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山梨

5 7 404 今泉　貴暁(3) 日川高 55.23 5 2 128 土橋　陽一朗(2) 甲府南高 56.33
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 山梨 ｱｷﾔﾏ ﾕｳ 山梨

6 8 463 近藤　正則(3) 都留高 55.45 6 4 797 秋山　雄(3) 増穂中 58.11
ﾄｳｺﾞｳ ﾕｳﾔ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 山梨

7 5 833 東郷　優哉(2) 甲府工高 57.74 7 5 720 渡邊　大樹(3) 富士学苑高 58.35

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾒﾐﾔ ﾀｲﾗ 山梨
1 3 45 雨宮　大良(3) 韮崎高 50.12

ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨
2 8 503 牛山　涼太(2) 桂高 52.01

ｵｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 山梨
3 2 779 小澤　史哉(3) 都留高 52.18

ﾌｶｻﾜ ﾕｳｾﾞﾝ 山梨
4 1 458 深澤　宇善(3) 都留高 53.96

ﾓﾁｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 山梨
4 3535 望月　翔太 未来の森ＡＣ DNS

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨
5 370 遠藤　修平(3) 身延高 DNS

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 山梨
6 655 望月　勇人(2) 山梨学院附属 DNS

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 山梨
7 176 山本　光輝(3) 甲府工高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子800m

山梨県記録(YR)          1:49.83   深沢  政道(山梨学院大)                1997

予選 7組0着＋8

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 福井 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ 山梨

1 3 1708 宇田　峻也(4) 都留文科大 1:56.45 q 1 2 139 渡辺　伯(3) 甲府南高 2:07.59
ﾊﾅｻｶ ｱｷﾗ 山梨 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 山梨

2 2 151 花坂　明(3) 甲府東高 2:06.72 q 2 5 810 伊藤　拓哉(2) 巨摩高 2:12.00
ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨 ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾍｲ 山梨

3 7 451 佐藤　佑汰郎(2) 都留高 2:11.90 3 1 550 古屋　翔兵(2) 富士河口湖高 2:13.22
ﾌﾙﾔ ｼｭｳﾍｲ 山梨 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 山梨

4 5 471 降矢　脩平(2) 上野原高 2:13.78 4 8 706 権頭　啓太(3) 日大明誠高 2:13.74
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山梨

5 1 163 髙橋　将平(3) 城南中 2:15.08 5 3 240 槌屋　潤治(3) 山梨農林高 2:15.46
ｺﾏﾂ ｷｮｳﾍｲ 山梨 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨

6 8 714 小松　恭平(2) 日大明誠高 2:16.99 6 6 496 平林　諒(2) 塩山中 2:26.01
ｺｼｲｼ ｹﾝﾀ 山梨 ﾐﾂｲ ﾏｻｼ 山梨

7 4 915 輿石　健太(3) 韮崎東中 2:27.51 7 7 413 三井　雅史(3) 日川高 2:26.33
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山梨 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶｶｽﾞ 山梨

8 6 497 中村　優佑(2) 塩山中 2:39.72 8 4 483 早川　隆一(3) 塩山中 2:35.77

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 山梨 ｵｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 山梨

1 7 3110 齋藤　賢志 農林高教員 2:03.44 q 1 4 779 小澤　史哉(3) 都留高 2:05.76 q
ｴｻﾞｷ ｺｳｽｹ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 山梨

2 3 183 江崎　光祐(3) 甲府工高 2:04.54 q 2 1 146 小林　祐介(2) 甲府東高 2:09.81
ｶｷｼﾏ ｼﾞｭﾝ 山梨 ｲｲﾉ ﾀｸﾔ 山梨

3 1 727 柿島　淳(2) 富士学苑高 2:17.42 3 6 285 飯野　琢也(3) 巨摩高 2:11.28
ﾋｺﾞ ｹｲｽｹ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 山梨

4 2 708 肥後　圭祐(3) 日大明誠高 2:18.45 4 8 525 渡辺　優也(3) 富士河口湖高 2:21.22
ｵｵﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 山梨

5 8 187 大和田　耕平(1) 甲府城西高 2:26.43 5 2 694 青木　一真(2) 日大明誠高 2:33.09
ﾐﾁﾑﾗ ﾀｶｼ 山梨 ｵｵﾓﾘ ﾀﾂｷ 山梨

6 6 908 道村　嵩史(2) 韮崎東中 2:27.14 6 3 490 大森　樹(2) 塩山中 2:37.71
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ｱｻﾉ ｺｳｷ 山梨

4 44 萩原　大智(3) 韮崎高 DNS 5 802 麻野　康基(3) 増穂中 DNS
ｵﾉ ﾀｸﾛｳ 山梨 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ 山梨

5 220 小野　拓朗(2) 甲府昭和高 DNS 7 717 桒原　拓也(3) 富士学苑高 DNS

5組 6組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 山梨 ｾｷﾄﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨

1 6 281 永井　佑樹(3) 巨摩高 2:05.46 q 1 7 574 関戸　一真(3) 大月短付高 2:08.99
ｻｶﾉ ﾕｳﾀ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲ 山梨

2 7 742 坂野　勇太(2) 吉田高 2:06.72 q 2 6 485 長坂　黎(1) 桂高 2:13.25
ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 山梨

3 2 1 高橋　健(2) 北杜高 2:12.20 3 2 153 村松　拓弥(3) 甲府東高 2:14.24
ﾁｹﾝ ﾐﾂﾙ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 山梨

4 8 469 知見　充(3) 都留高 2:15.80 4 1 164 小林　大輝 城南中 2:28.73
ｱｷﾔﾏ ﾕｳ 山梨 ﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 山梨

5 4 797 秋山　雄(3) 増穂中 2:19.05 5 4 914 原　朋輝(2) 韮崎東中 2:31.06
ｺﾔﾏ ﾀﾂｷ 山梨 ﾊﾀﾉ ﾀｶｼ 山梨

6 1 528 小山　達巳(3) 富士河口湖高 2:19.12 6 5 1239 幡野　貴士(2) 大月東中 2:34.07
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾚｲ 山梨 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

7 3 801 溝口　嶺(2) 増穂中 2:19.62 7 3 617 野田　亮太(3) 駿台甲府高 2:57.42
ﾊﾔｶﾜ ｱｵｿﾞﾗ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 山梨

8 5 1501 早川　青空(2) 富士学苑中 2:34.06 8 198 渡辺　佑(3) 甲府昭和高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 10:35 予選

4月17日 14:35 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子800m

山梨県記録(YR)          1:49.83   深沢  政道(山梨学院大)                1997

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 10:35 予選

4月17日 14:35 決勝

7組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨

1 6 660 大久保　勇生(2) 山梨学院附属 2:03.56 q
ﾊﾔｼ ｲｯｺｳ 山梨

2 4 10 林　一光(3) 北杜高 2:07.02
ｼﾗﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 山梨

3 2 125 志良堂　渓友(2) 甲府西高 2:08.71
ﾖﾀﾞ ﾄﾓｷ 山梨

4 5 813 依田　知樹(2) 増穂中 2:17.87
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

5 8 97 池田　崚太(1) 甲府西高 2:20.24
ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｷ 山梨

6 3 491 雨宮　智樹(3) 塩山中 2:43.08
ﾏﾁﾀﾞ ﾀｸﾔ 山梨

1 184 町田　拓也(3) 甲府工高 DNS
ﾋﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨

7 447 平井　大智(2) 都留高 DNS

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 福井
1 3 1708 宇田　峻也(4) 都留文科大 1:59.36

ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 山梨
2 7 281 永井　佑樹(3) 巨摩高 2:01.94

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山梨
3 6 660 大久保　勇生(2) 山梨学院附属 2:02.87

ｵｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 山梨
4 8 779 小澤　史哉(3) 都留高 2:05.28

ｻｶﾉ ﾕｳﾀ 山梨
5 1 742 坂野　勇太(2) 吉田高 2:06.02

ﾊﾅｻｶ ｱｷﾗ 山梨
6 2 151 花坂　明(3) 甲府東高 2:06.74

ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 山梨
4 3110 齋藤　賢志 農林高教員 DNS

ｴｻﾞｷ ｺｳｽｹ 山梨
5 183 江崎　光祐(3) 甲府工高 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選7組

決勝1組

予選1組

予選2組

予選3組

予選4組

予選5組

予選6組

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m

山梨県記録(YR)          3:43.57   宮崎　秀規(山梨学院大)                1995

予選 4組3着＋3

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾏﾑﾗ ｸﾘﾌ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 山梨

1 8 236 今村　来里夫(3) 山梨農林高 4:11.63 Q 1 3 17 北村　修二(2) 韮崎高 4:21.26 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾔ 山梨

2 14 348 小林　大地(3) 身延高 4:13.32 Q 2 18 226 藤崎　智也(2) 山梨農林高 4:21.32 Q
ササモトハルキ 山梨 ｺﾑﾛ ﾘｭｳｲﾁ 山梨

3 10 2208 笹本　晴希 南アルプス市陸協 4:15.42 Q 3 2 704 小室　龍一(3) 日大明誠高 4:23.87 Q
ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ 山梨

4 21 3110 齋藤　賢志 農林高教員 4:16.97 q 4 11 139 渡辺　伯(3) 甲府南高 4:23.88
ハラ ヒサト 山梨 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 山梨

5 3 2207 原　寿人 南アルプス市陸協 4:17.32 5 22 617 野田　亮太(3) 駿台甲府高 4:24.38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 山梨 ｻｶﾉ ﾕｳﾀ 山梨

6 22 242 渡辺　　匠(3) 山梨農林高 4:19.64 6 12 742 坂野　勇太(2) 吉田高 4:24.53
ｼﾗｽﾅ ｹﾝﾄ 山梨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾋﾛ 山梨

7 15 225 白砂　健斗(2) 山梨農林高 4:19.94 7 5 20 松原　直裕(2) 韮崎高 4:24.94
ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 山梨 ﾋﾛｾ ﾀｹﾙ 山梨

8 18 258 島田　修和(2) 巨摩高 4:25.04 8 15 222 廣瀬　健(2) 山梨農林高 4:26.56
ﾊﾔｼ ｲｯｺｳ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂｷ 山梨

9 5 10 林　一光(3) 北杜高 4:28.00 9 16 82 望月　光樹(1) 甲府第一高 4:36.57
ﾁｹﾝ ﾐﾂﾙ 山梨 ｵﾉ ﾀｸﾛｳ 山梨

10 13 469 知見　充(3) 都留高 4:35.88 10 13 220 小野　拓朗(2) 甲府昭和高 4:41.56
ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ 山梨 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ 山梨

11 17 716 久保　和也(3) 富士学苑高 4:36.25 11 17 118 斉藤　翔矢(2) 甲府西高 4:41.98
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山梨

12 25 163 髙橋　将平(3) 城南中 4:39.55 12 20 96 上田　淳司(2) 甲府西高 4:42.52
ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山梨 ｶｷｼﾏ ｼﾞｭﾝ 山梨

13 11 240 槌屋　潤治(3) 山梨農林高 4:40.56 13 14 727 柿島　淳(2) 富士学苑高 4:45.51
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲ 山梨 ｵﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ 山梨

14 16 485 長坂　黎(1) 桂高 4:42.11 14 10 573 尾山　颯介(3) 大月短付高 4:52.98
ｵﾏﾀ ｼｮｳﾔ 山梨 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｾｲﾔ 山梨

15 1 726 小俣　翔也(2) 富士学苑高 4:47.57 15 7 164 神宮寺　清耶(1) 甲府工高 4:57.06
ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨

16 6 446 平山　駿斗(2) 都留高 4:47.96 16 25 572 渡辺　俊平(2) 大月AC 4:58.32
ｺﾔﾏ ﾀﾂｷ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾄﾓｷ 山梨

17 2 528 小山　達巳(3) 富士河口湖高 4:53.07 17 19 813 依田　知樹(2) 増穂中 4:58.87
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾚｲ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 山梨

18 23 801 溝口　嶺(2) 増穂中 4:53.85 18 9 385 渡辺　勇輝(3) 園芸高 5:04.06
ｱ0ﾇﾏ ﾘﾏ 山梨 ﾋﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨

19 4 487 青沼　璃真(2) 塩山中 4:58.59 19 21 447 平井　大智(2) 都留高 5:04.33
ｵﾉ ﾜﾀﾙ 山梨 ﾔﾍﾞ ﾋﾛﾐ 山梨

20 7 547 小野　航(2) 富士河口湖高 5:03.05 20 8 917 矢部　大海(2) 韮崎東中 5:04.81
ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 山梨 ﾄｼﾏ ﾀﾞｲｷ 山梨

21 12 1244 吉村　湧太(2) 大月東中 5:15.13 21 23 124 戸嶋　大輝(2) 甲府西高 5:05.92
ｵｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 山梨

22 20 162 小川　　航(1) 甲府工高 5:26.22 22 24 164 小林　大輝 城南中 5:17.92
ｱﾒﾐﾔ ﾄﾓｷ 山梨 ｵｵﾓﾘ ﾀﾂｷ 山梨

23 24 491 雨宮　智樹(3) 塩山中 5:42.34 23 6 490 大森　樹(2) 塩山中 5:18.96
ｸﾇｷﾞ ﾉﾘｷ 山梨 ﾎｻｶ ｼｮｳｷ 山梨

9 19 功刀　紀樹(2) 韮崎高 DNS 24 4 916 保阪　聖輝(2) 韮崎東中 5:21.33
ﾄｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ｱｲｷ ﾕｳﾎ 山梨

19 912 戸嶋　翔平(2) 韮崎東中 DNS 1 227 青木　勇歩(2) 山梨農林高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 09:55 予選

4月16日 15:25 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m

山梨県記録(YR)          3:43.57   宮崎　秀規(山梨学院大)                1995

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 09:55 予選

4月16日 15:25 決勝

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｷ 山梨 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 山梨

1 3 501 山口　美樹(3) 桂高 4:20.79 Q 1 8 40 松田　龍弥(3) 韮崎高 4:16.82 Q
ﾋﾗｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 山梨 ｴｻﾞｷ ｺｳｽｹ 山梨

2 18 16 平賀　喜裕(2) 韮崎高 4:20.84 Q 2 3 183 江崎　光祐(3) 甲府工高 4:16.84 Q
ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 山梨 ｶｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨

3 14 237 秋山　大志(3) 山梨農林高 4:23.48 Q 3 1 241 加賀美　将太　(3) 山梨農林高 4:16.94 Q
ｳｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 山梨 ﾜﾀﾞ ｹｲﾄ 山梨

4 8 239 鵜澤　剛志(3) 山梨農林高 4:26.51 4 7 497 和田　恵人(3) 桂高 4:17.10 q
ﾀｹｲ ﾏﾌﾕ 山梨 ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 山梨

5 11 243 武井　真冬(1) 山梨農林高 4:30.46 5 6 21 齊藤　樹(2) 韮崎高 4:17.19 q
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀ 山梨 ﾃﾂﾞｶ ﾘｭｳｲﾁ 山梨

6 24 77 佐藤　駿太(2) 甲府第一高 4:34.17 6 22 221 手塚　隆一(2) 山梨農林高 4:24.76
ｼﾓｸﾗ ｹﾝｽｹ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｼｮｳ 山梨

7 1 23 下倉　健資(1) 韮崎高 4:36.89 7 14 750 小林　喜翔(1) 吉田高 4:27.42
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾉｽｹ 山梨 ｻﾉ ﾀｸﾏ 山梨

8 21 163 小林　伸之介(1) 甲府工高 4:41.02 8 5 78 佐野　拓真(2) 甲府第一高 4:30.59
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 山梨 ﾎｻｶ ｷｮｳﾍｲ 山梨

9 9 722 丸山　竜也(3) 富士学苑高 4:42.38 9 20 22 保坂　恭平(1) 韮崎高 4:37.06
ﾏﾁﾀﾞ ﾀｸﾔ 山梨 ﾀｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨

10 5 184 町田　拓也(3) 甲府工高 4:47.37 10 12 743 高村　遼太郎(2) 吉田高 4:37.47
ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 山梨

11 6 550 古屋　翔兵(2) 富士河口湖高 4:52.33 11 24 706 権頭　啓太(3) 日大明誠高 4:41.23
ｱｷﾊﾞ ｱﾏﾅ 山梨 ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山梨

12 12 803 秋葉　天菜(2) 増穂中 4:52.55 12 9 75 原　直人(3) 甲府第一高 4:48.50
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 山梨

13 7 710 小林　拓矢(3) 日大明誠高 4:53.94 13 13 525 渡辺　優也(3) 富士河口湖高 4:49.68
ﾂｶｺﾞｼ ｹﾝｲﾁ 山梨 ﾑﾄｳ ﾂﾖｼ 山梨

14 16 392 塚越　健一(2) 日川高 4:55.22 14 19 719 武藤　剛(3) 富士学苑高 4:50.53
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ 山梨 ｺﾏﾂ ｷｮｳﾍｲ 山梨

15 19 717 桒原　拓也(3) 富士学苑高 4:57.44 15 15 714 小松　恭平(2) 日大明誠高 4:55.33
ｼﾗｽ ｴｲｷ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 山梨

16 13 521 白須　英紀(3) 富士河口湖高 5:00.32 16 23 76 小林　亮介(2) 甲府第一高 5:00.76
ﾊﾔｶﾜ ﾀｶｶｽﾞ 山梨 ﾓﾘﾀ ｼｮｳﾍｲ 山梨

17 10 483 早川　隆一(3) 塩山中 5:05.66 17 21 477 森田　将平(2) 上野原高 5:01.72
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾏ 山梨 ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ 山梨

18 15 522 宮下　勇眞(3) 富士河口湖高 5:17.14 18 17 201 田中　圭伍(3) 甲府昭和高 5:02.82
ﾂｼﾞ ﾀｲｶﾞ 山梨 ｵｶﾞﾜｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 山梨

19 22 909 辻　大河(2) 韮崎東中 5:25.96 19 16 798 小河内　康弘(2) 増穂中 5:02.88
ﾆｼﾉ ｹﾔｷ 山梨 ｵｵﾜﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

20 17 907 西野　けやき(2) 韮崎東中 5:34.76 20 4 187 大和田　耕平(1) 甲府城西高 5:03.32
ﾎｿｶﾜ ﾅｵｷ 山梨 ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 山梨

2 506 細川　直樹(2) 桂高 DNS 21 11 724 市川　武(2) 富士学苑高 5:07.87
ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 山梨 ﾐﾂｲ ﾏｻｼ 山梨

4 109 梶原　佑太(3) 甲府西高 DNS 22 18 413 三井　雅史(3) 日川高 5:19.14
ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 山梨 ｺﾏｲ ﾋﾛｷ 山梨

20 507 河野　佑貴(2) 桂高 DNS 23 10 386 駒井　裕樹(3) 園芸高 5:27.91
ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾋﾄ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ｲｯｾｲ 山梨

23 459 坂本　博一(3) 都留高 DNS 2 223 山田　一聖(2) 山梨農林高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m

山梨県記録(YR)          3:43.57   宮崎　秀規(山梨学院大)                1995

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 09:55 予選

4月16日 15:25 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾏﾑﾗ ｸﾘﾌ 山梨
1 4 236 今村　来里夫(3) 山梨農林高 4:08.77

ﾋﾗｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 山梨
2 12 16 平賀　喜裕(2) 韮崎高 4:11.57

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 山梨
3 14 40 松田　龍弥(3) 韮崎高 4:12.28

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 山梨
4 2 348 小林　大地(3) 身延高 4:13.05

ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 山梨
5 3 17 北村　修二(2) 韮崎高 4:13.28

ｴｻﾞｷ ｺｳｽｹ 山梨
6 13 183 江崎　光祐(3) 甲府工高 4:15.82

ﾜﾀﾞ ｹｲﾄ 山梨
7 6 497 和田　恵人(3) 桂高 4:21.05

ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 山梨
8 11 237 秋山　大志(3) 山梨農林高 4:21.13

ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 山梨
9 5 21 齊藤　樹(2) 韮崎高 4:21.33

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｷ 山梨
10 1 501 山口　美樹(3) 桂高 4:21.47

ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾔ 山梨
11 9 226 藤崎　智也(2) 山梨農林高 4:22.42

ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 山梨
12 15 3110 齋藤　賢志 農林高教員 4:22.91

ｶｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨
13 7 241 加賀美　将太　(3) 山梨農林高 4:24.23

ｺﾑﾛ ﾘｭｳｲﾁ 山梨
14 10 704 小室　龍一(3) 日大明誠高 4:29.40

ササモトハルキ 山梨
8 2208 笹本　晴希 南アルプス市陸協 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選1組

予選2組

予選3組

予選4組

決勝1組

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m

山梨県記録(YR)          13:56.40  瀬戸  優之(山梨学院大)                1992

ﾀｲﾑﾚｰｽ 3組

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 山梨 ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄ 山梨

1 8 119 樋口　卓哉(2) 甲府西高 16:33.58 1 18 258 島田　修和(2) 巨摩高 16:44.47
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山梨 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 山梨

2 13 406 小林　竜太郎(3) 日川高 16:56.89 2 8 79 進藤　大地(2) 甲府第一高 16:48.87
ｺﾑﾛ ﾘｭｳｲﾁ 山梨 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋﾛｷ 山梨

3 17 704 小室　龍一(3) 日大明誠高 17:08.90 3 17 2512 橋爪　弘樹 甲州市体育協会 16:56.13
ﾌﾅｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 山梨 ｼﾝｶｲ ﾘｮｳ 山梨

4 7 744 舟久保　優(2) 吉田高 17:22.77 4 6 280 新海　諒(3) 巨摩高 17:05.72
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｲｳ 山梨 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾋﾛ 山梨

5 10 747 渡辺　裕一郎(2) 吉田高 17:26.77 5 20 20 松原　直裕(2) 韮崎高 17:06.31
ｷﾀｳﾗ ﾊﾔﾃ 山梨 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山梨

6 5 410 北浦　駿(3) 日川高 17:28.53 6 9 1682 山下　大輔(5) 山梨大 17:06.69
ﾀｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 山梨 ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 山梨

7 2 743 高村　遼太郎(2) 吉田高 17:40.78 7 19 109 梶原　佑太(3) 甲府西高 17:16.32
ﾌｾ ﾀｶﾋﾛ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨

8 9 391 布施　貴寛(2) 日川高 17:49.41 8 15 371 杉山　裕暉(3) 身延高 17:28.57
ﾐﾔｼﾀ ｼﾝｼﾞ 山梨 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ 山梨

9 19 831 宮下　慎二(2) 甲府工高 17:50.76 9 12 716 久保　和也(3) 富士学苑高 17:31.82
ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山梨 ｷﾀﾊﾗ ｹﾝﾄ 山梨

10 16 75 原　直人(3) 甲府第一高 18:01.91 10 1 295 北原　健人(3) 巨摩高 17:36.02
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂｷ 山梨 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｲﾁ 山梨

11 23 82 望月　光樹(1) 甲府第一高 18:03.85 11 7 2181 山内　健一 南アルプス市陸協 17:44.56
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ﾑﾄｳ ﾂﾖｼ 山梨

12 20 72 坂本　大輔(3) 甲府第一高 18:05.59 12 5 719 武藤　剛(3) 富士学苑高 18:09.53
ﾂｶｺﾞｼ ｹﾝｲﾁ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 山梨

13 21 392 塚越　健一(2) 日川高 18:15.36 13 2 722 丸山　竜也(3) 富士学苑高 18:09.94
ﾌｼﾞｴ ｼｭｳｽｹ 山梨 ﾂｶﾞﾈ ﾕｳ 山梨

14 4 851 藤江　柊輔(2) 都留高 18:18.63 14 22 3 津金　優(2) 北杜高 18:21.65
ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 山梨 ｱ1ﾇﾏ ﾘﾏ 山梨

15 3 671 川口　峻史(3) 東海大甲府高 18:20.99 15 21 487 青沼　璃真(2) 塩山中 18:37.98
ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾐﾔﾉ ﾏｻｶｽﾞ 山梨

16 14 446 平山　駿斗(2) 都留高 18:21.05 16 13 718 宮野　正和(3) 富士学苑高 18:47.14
ｵﾉ ﾜﾀﾙ 山梨 ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 山梨

17 6 547 小野　航(2) 富士河口湖高 18:22.01 17 4 724 市川　武(2) 富士学苑高 18:49.94
ｵﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ 山梨 ｵﾏﾀ ｼｮｳﾔ 山梨

18 1 573 尾山　颯介(3) 大月短付高 18:58.39 18 10 726 小俣　翔也(2) 富士学苑高 19:20.14
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 山梨 ｵﾉ ﾘｭｳﾔ 山梨

19 18 710 小林　拓矢(3) 日大明誠高 19:20.06 3 257 小野　竜矢(2) 巨摩高 DNS
ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ｿｳｲﾁ 山梨 ｺﾏｲ ﾋﾛｷ 山梨

20 12 122 久保寺　宗一(2) 甲府西高 19:23.94 11 386 駒井　裕樹(3) 園芸高 DNS
ｼﾗｽ ｴｲｷ 山梨 ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 山梨

21 15 521 白須　英紀(3) 富士河口湖高 19:31.66 14 507 河野　佑貴(2) 桂高 DNS
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 山梨

22 22 15 小松　諒祐(3) 北杜高 19:32.55 16 385 渡辺　勇輝(3) 園芸高 DNS
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾏ 山梨

23 11 522 宮下　勇眞(3) 富士河口湖高 20:40.40

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m

山梨県記録(YR)          13:56.40  瀬戸  優之(山梨学院大)                1992

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 12:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

3組
カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾏﾑﾗ ｸﾘﾌ 山梨

1 2 236 今村　来里夫(3) 山梨農林高 15:23.01
ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 山梨

2 1 17 北村　修二(2) 韮崎高 15:26.88
ﾋﾗｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 山梨

3 20 16 平賀　喜裕(2) 韮崎高 15:27.95
ﾎｼﾉ ﾀｶﾋｺ 山梨

4 18 2519 星野　隆彦 甲州市体育協会 15:36.91
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 山梨

5 15 242 渡辺　　匠(3) 山梨農林高 15:44.94
ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 山梨

6 16 237 秋山　大志(3) 山梨農林高 15:53.63
ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ 山梨

7 3 21 齊藤　樹(2) 韮崎高 16:11.59
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾕｷ 山梨

8 12 4637 上條　俊之(2) 山梨大 16:15.40
ｶｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 山梨

9 17 241 加賀美　将太　(3) 山梨農林高 16:20.15
ﾜﾀﾞ ｹｲﾄ 山梨

10 11 497 和田　恵人(3) 桂高 16:23.40
ｼﾗｽﾅ ｹﾝﾄ 山梨

11 5 225 白砂　健斗(2) 山梨農林高 16:24.14
ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾔ 山梨

12 10 226 藤崎　智也(2) 山梨農林高 16:34.61
ﾋﾛｾ ﾀｹﾙ 山梨

13 9 222 廣瀬　健(2) 山梨農林高 16:42.97
ﾃﾂﾞｶ ﾘｭｳｲﾁ 山梨

14 8 221 手塚　隆一(2) 山梨農林高 16:44.29
ｱﾗｲ ﾏｻｷ 山梨

15 22 581 荒井　将希(3) 山梨学院大 16:45.57
ﾎﾄﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 山梨

16 7 505 程原　圭太(2) 桂高 16:52.69
ｳｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 山梨

17 21 239 鵜澤　剛志(3) 山梨農林高 16:58.08
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｷ 山梨

18 14 501 山口　美樹(3) 桂高 17:09.18
ｸﾇｷﾞ ﾉﾘｷ 山梨

19 6 19 功刀　紀樹(2) 韮崎高 17:16.14
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 山梨

4 40 松田　龍弥(3) 韮崎高 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ｲｯｾｲ 山梨

13 223 山田　一聖(2) 山梨農林高 DNS
ｱｲｷ ﾕｳﾎ 山梨

19 227 青木　勇歩(2) 山梨農林高 DNS
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凡例  DNS:欠場



一般男子110mH

山梨県記録(YR)          14.28     剣持　英紀(県教委)                    1985

ﾀｲﾑﾚｰｽ 2組

1組 風:-3.2 2組 風:-4.6
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾋﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山梨 ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨

1 4 110 小尾　純志(3) 甲府西高 17.28 1 4 3287 沢辺　直人 山梨大AC 15.54
ｶﾀﾔﾏ ｹﾝﾀ 山梨 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 山梨

2 6 292 片山　健汰(3) 巨摩高 19.14 2 8 279 北島　優斗(3) 巨摩高 16.43
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨

3 8 546 堀内　翔平(2) 富士河口湖高 20.69 3 7 656 松田　康平(2) 山梨学院附属 16.66
ｸﾜﾂﾞﾙ ﾔｽｱｷ 山梨 ﾜﾁ ｺｳｷ 山梨

4 7 712 桑鶴　泰章(2) 日大明誠高 22.33 4 3 462 和智　光輝(3) 都留高 16.95
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 山梨 ﾂﾀﾞ ﾀｹﾂｸﾞ 山梨

2 799 山本　翔平(2) 甲府東高 DNS 5 6 4025 津田　丈嗣 山梨陸協 17.35
ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼｷ 山梨

3 531 三枝　史弥(3) 富士河口湖高 DNS 2 175 松澤　良樹(3) 甲府工高 DNS
ｻﾉ ｹｲﾀ 山梨 ｲｲｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ 山梨

5 350 佐野　圭汰(2) 身延高 DNS 5 291 飯久保　智洋(3) 巨摩高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 14:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般男子110mJH

山梨県記録(YR)          14.46     飯久保　智洋(巨摩)                    2010

決勝 

風:-3.6
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｲﾉ ﾋﾛﾑ 山梨

1 4 632 飯野　広夢(1) 山梨学院附属 17.38
ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨

2 6 747 山崎　翼(2) 未来の森ＡＣ 19.99
ｲﾉｳｴ ﾀｶｾ 山梨

3 3 800 井上　貴瀬(3) 増穂中 20.31
ｶｻﾊﾗ ｹﾝｼ 山梨

4 5 799 笠原　健志(3) 増穂中 20.63

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 13:55 決勝

凡例 



一般男子3000mSC

山梨県記録(YR)          8:46.60   輿水  勝美(中央高教)                  1977

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏﾘｮｳ ｼｭﾝ 福岡
1 6 3270 山領　駿(4) 山梨学院大 9:17.15

ﾌﾙｶﾜ ｻﾄﾙ 山梨
2 18 1685 古川　聖(4) 山梨大 10:12.87

ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 山梨
3 13 119 樋口　卓哉(2) 甲府西高 10:16.28

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾕｷ 山梨
4 19 4637 上條　俊之(2) 山梨大 10:16.33

ﾎﾄﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 山梨
5 11 505 程原　圭太(2) 桂高 10:19.99

ﾑｶｲ ﾀｹﾙ 山梨
6 10 11 向井　武児(3) 北杜高 10:25.20

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ 山梨
7 9 406 小林　竜太郎(3) 日川高 10:43.56

ﾌﾅｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 山梨
8 16 744 舟久保　優(2) 吉田高 10:50.99

ｷﾀｳﾗ ﾊﾔﾃ 山梨
9 1 410 北浦　駿(3) 日川高 10:56.77

ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨
10 5 371 杉山　裕暉(3) 身延高 11:02.02

ﾌｾ ﾀｶﾋﾛ 山梨
11 7 391 布施　貴寛(2) 日川高 11:18.36

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾏ 山梨
12 14 2 藤森　佑真(2) 北杜高 11:18.57

ｷﾀﾊﾗ ｹﾝﾄ 山梨
13 2 295 北原　健人(3) 巨摩高 11:25.42

ｵﾉ ﾘｭｳﾔ 山梨
14 8 257 小野　竜矢(2) 巨摩高 11:32.85

ｻﾄｳ ﾐﾁﾔ 山梨
15 17 185 佐藤　修哉(2) 甲府工高 11:37.75

ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 山梨
16 15 173 中田　大貴(3) 甲府工業高 11:47.11

ﾐﾔﾉ ﾏｻｶｽﾞ 山梨
17 20 718 宮野　正和(3) 富士学苑高 11:59.97

ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ｿｳｲﾁ 山梨
18 3 123 久保寺　宗一(2) 甲府西高 12:06.17

ｼﾝｶｲ ﾘｮｳ 山梨
4 280 新海　諒(3) 巨摩高 DNS

ｷﾑﾗ ﾊﾔﾄ 兵庫
12 3274 木村　逸人(3) 山梨学院大 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 14:50 決勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決勝1組

凡例  DNS:欠場



一般男子5000mW

山梨県記録(YR)          20:29.40  柳沢　哲(山梨学院大)                  1992

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 山梨
1 2 228 市川　和明(2) 山梨農林高 23:09.07

ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｷ 山梨
2 6 373 後藤　和樹(3) 身延高 24:36.88

ｴﾊﾞﾅ ﾀﾂﾔ 山梨
3 4 71 江花　達也(3) 甲府第一高 24:54.01

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｲｳ 山梨
4 3 747 渡辺　裕一郎(2) 吉田高 28:14.84

ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾋﾄ 山梨
5 5 459 坂本　博一(3) 都留高 33:21.57

ﾎｿｶﾜ ﾅｵｷ 山梨
1 506 細川　直樹(2) 桂高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 14:45 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝1組

凡例  DNS:欠場



一般男子4X100mR

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木鈴木大家萩原(山梨大)              2001

予選 4組1着＋4

1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 身延高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府南高B・山梨

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 2 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 44.24 q 記録 44.35 記録 45.10

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 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 ｶﾅｶﾞﾜ ﾀｶｲｷ 山梨 ｼﾝｶｲ ﾚｲｼﾞ 山梨
1 613 小川　流星(3) 駿台甲府高 1 369 金川　隆生 身延高 1 140 新海　怜士 甲府南高A

ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨
2 627 長坂　宏紀 駿台甲府高Ｂ 2 370 遠藤　修平 身延高 2 137 田中　拓未 甲府南高A

ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ 山梨
3 624 井上　成 駿台甲府高Ｂ 3 372 高野　祐樹 身延高 3 144 近藤　大雅 甲府南高A

ｱｲｻﾞﾜ ｳｺﾝ 山梨 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 ｼﾑﾗ ｱｻﾋ 山梨
4 621 相澤　右近 駿台甲府高Ｂ 4 368 畠山　裕基 身延高 4 138 志村　旭 甲府南高A

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉田高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大明誠高B・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎東中A・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 46.91 記録 48.48 記録 51.14

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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾘ 山梨 ｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 ｺﾔﾏ　ﾀｶﾄｼ 山梨
1 511 小林　陸離 吉田高 1 695 御池　真太郎 日大明誠高B 1 904 小山　隆寿 韮崎東中

ﾂﾙｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 山梨 ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 山梨 ｵｵﾊﾗ　ｹｲｽｹ 山梨
2 512 鶴崎　大輔 吉田高 2 694 青木　一真 日大明誠高B 2 913 大原　啓輔 韮崎東中A

ﾜｹﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 山梨 ｸﾜﾂﾞﾙ ﾔｽｱｷ 山梨 ﾅﾙﾐ　ｼｮｳ 山梨
3 746 分部　誠之 吉田高 3 712 桑鶴　泰章 日大明誠高 3 906 鳴海　星 韮崎東中A

ｱﾗｲ ｻﾄｼ 山梨 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 山梨 ｵｵｼﾊﾞ　ﾚｲ 山梨
4 748 荒井　慧 吉田高 4 706 権頭　啓太(3) 日大明誠高 4 907 大柴　怜 韮崎東中A

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 塩山中・山梨

7 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 51.32

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 山梨
1 496 平林　諒 塩山中

ﾊﾔｶﾜ ﾀｶｶｽﾞ 山梨
2 483 早川　隆一 塩山中

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 山梨
3 497 中村　優祐 塩山中

ﾊｶﾞ ｼｮｳ 山梨
4 493 芳賀　翔 塩山中

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

4月17日 09:45 予選
4月17日 15:45 決勝

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子4X100mR

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木鈴木大家萩原(山梨大)              2001

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

4月17日 09:45 予選
4月17日 15:45 決勝

2組
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 駿台甲府高Ａ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府工業高・山梨

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 43.62 q 記録 43.83 q 記録 44.50

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

ﾊﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨 ｻﾉ ﾓﾄｲ 山梨 ｱｶｲｹ ﾀｸﾔ 山梨
1 1693 早川　純一 山梨大 1 614 佐野　基 駿台甲府高Ａ 1 177 赤池　拓哉 甲府工高

ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾄ 山梨 ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 山梨
2 1676 船橋　洋人 山梨大 2 628 前島　凌平 駿台甲府高Ａ 2 832 樋口　航大 甲府工高

ﾖﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 山梨
3 1695 依田　幸裕 山梨大 3 601 清水　隼人(1) 駿台甲府高 3 174 林　拓己 甲府工高

ﾄﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾀｶ 山梨 ﾐﾈﾀ ｺｳｲﾁ 山梨 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 山梨
4 4638 外所　伸崇 山梨大 4 619 峯田　幸一(3) 駿台甲府高 4 176 山本　光輝 甲府工高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 富士河口湖高・山梨 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 城南中・山梨

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.93 記録 47.92 記録 48.09

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

ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ 山梨 ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 山梨
1 545 岩田　裕矢 富士河口湖高 1 127 岩下　浩章 甲府南高B 1 164 小林　大輝 城南中

ｱﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 ﾐﾔﾀ ｹﾝﾄ 山梨
2 523 荒井　大地 富士河口湖高 2 130 小澤　彰誉 甲府南高B 2 162 宮田　健登 城南中

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨 ﾔﾅｷﾞﾊﾞ ﾏｻｷ 山梨 ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ 山梨
3 548 中村　隆聖 富士河口湖高 3 141 柳場　昌樹 甲府南高B 3 160 荻野　慧人 城南中

ﾃﾂﾞｶ ﾀｸﾔ 山梨 ｵｵｶﾜ ﾀｸﾛｳ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨
4 530 手塚　卓也 富士河口湖高 4 129 大川　拓郎 甲府南高B 4 151 安田　壮太 城南中

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月東中・山梨

7 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 48.95

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｺﾊﾞﾔｿ ﾕｳﾄ 山梨
1 1237 小林　祐斗 大月東中

ﾄﾖｼﾏ ﾀｲｾｲ 山梨
2 1251 豊島　泰生 大月東中

ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 山梨
3 1244 吉村　湧太 大月東中

ｻﾄｳ ﾏﾘｷ 山梨
4 1238 佐藤　万里樹 大月東中

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子4X100mR

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木鈴木大家萩原(山梨大)              2001

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

4月17日 09:45 予選
4月17日 15:45 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留文科大・兵庫 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府西高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留高A・山梨

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 1 ｺﾒﾝﾄ 3 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.18 q 記録 44.81 記録 44.95

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

ﾐﾔﾉ ﾕｳﾀ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾀｸﾔ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 山梨
1 1668 宮野　祐太 都留文科大 1 115 名取　拓弥(3) 甲府西高 1 461 山田　陽平 都留高

ﾎﾘｳﾁ ｶﾝﾍﾟｲ 山梨 ｱｲﾊﾗ ﾀｸﾏ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｾﾞﾝ 山梨
2 1713 堀内　貫平 都留文科大 2 111 相原　拓真(3) 甲府西高 2 458 深澤　宇善 都留高A

ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 岩手 ﾆｲﾂ ｱｷﾗ 山梨 ﾜﾁ ｺｳｷ 山梨
3 1709 佐々木　翔太 都留文科大 3 123 新津　陽 甲府西高 3 462 和智　光輝 都留高A

ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫 ｵﾋﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 山梨
4 1706 赤木　大介 都留文科大 4 110 小尾　純志(3) 甲府西高 4 463 近藤　正則 都留高A

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日川高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 上野原高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 大月AC・山梨

4 2 ｺﾒﾝﾄ 5 5 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 45.86 記録 47.62 記録 49.11

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

ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ 山梨 ｱﾝﾄﾞｳ　ｽｸﾞﾙ 山梨 ｺｶﾞ ﾔｽﾕｷ 山梨
1 408 田村　淳 日川高 1 475 安藤　俊 上野原高 1 580 古賀　泰行(3) 大月AC

ｻｶﾓﾄ ｱｷﾋﾄ 山梨 ﾖｼﾑﾗ ﾂﾖｼ 山梨 ﾔﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨
2 407 坂本　明仁 日川高 2 472 吉村　剛 上野原高 2 569 矢部　裕太郎 大月AC

ｱｼｻﾞﾜ ｹｲ 山梨 ｶｼﾞﾜﾗ　ﾖｳｽｹ 山梨 ｼﾀﾞﾗｸ ｶｲﾄ 山梨
3 409 芦澤　慶 日川高 3 473 梶原　鷹典 上野原高 3 582 設楽　開人 大月AC

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｶｱｷ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾋｶﾙ 山梨 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾄｼ 山梨
4 404 今泉　貴暁 日川高 4 474 山口　輝 上野原高 4 581 藤原　尚俊 大月AC

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎高Ｂ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩高・山梨

4 ｺﾒﾝﾄ DNS 8 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 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

1 1

2 2

3 3

4 4

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子4X100mR

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木鈴木大家萩原(山梨大)              2001

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

4月17日 09:45 予選
4月17日 15:45 決勝

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大明誠高A・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府昭和高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 桂高・山梨

1 2 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 45.33 記録 45.71 記録 45.81

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

ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 山梨 ﾊﾗ ﾕｳｷ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾏｻ 山梨
1 715 小山　裕哉(2) 日大明誠高 1 197 原　由樹 甲府昭和高 1 496 鈴木　教雅 桂高

ﾊﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 山梨 ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 山梨
2 711 濱崎　敬一 日大明誠高A 2 196 清水　琢矢 甲府昭和高 2 503 牛山　涼太 桂高

ｺｲｹ ﾏｻｷ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 山梨 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 山梨
3 713 小池　将貴(2) 日大明誠高 3 218 渡邊　晶 甲府昭和高 3 488 杉本　昴士 桂高

ﾆｼ ｵｵｼﾞ 山梨 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳ 山梨 ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨
4 709 西　大示 日大明誠高A 4 200 萩原　優 甲府昭和高 4 504 西谷　卓巳 桂高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留高B・山梨 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 山梨高・山梨

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 47.64 記録 47.96 記録 50.37

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

ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓｱｷ 山梨 ｻﾄｳ ｷﾖｱｷ 山梨 ｼｵｻﾞﾜ ﾀｶｵ 山梨
1 448 白鳥　智彰 都留高 1 598 佐藤　圭晃 富士北稜高 1 423 塩澤　崇夫 山梨高

ｳｽｲ ﾏｻﾋﾛ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾀｶ 山梨 ｽｷﾞｲ ﾌﾐﾔ 山梨
2 449 臼井　正博 都留高B 2 600 渡辺　靖崇 富士北稜高 2 422 杉井　文哉 山梨高

ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶｲﾄ 山梨 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 山梨
3 450 石原　宙 都留高B 3 753 渡辺　開人 富士北稜高 3 425 上田　侑平 山梨高

ｽﾓﾘ ﾖｼｷ 山梨 ｶﾔﾇﾏ ﾘｮｳ 山梨 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 山梨
4 852 須森　祥希 都留高B 4 754 萱沼　遼 富士北稜高 4 424 佐々木　俊介 山梨高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎高Ａ・山梨

4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 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 DNF:途中棄権



一般男子4X100mR

山梨県記録(YR)          40.85     鈴木鈴木大家萩原(山梨大)              2001

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

4月17日 09:45 予選
4月17日 15:45 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留文科大・兵庫 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 山梨大・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 41.99 記録 43.21 記録 43.39

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

ﾐﾔﾉ ﾕｳﾀ 山梨 ｻﾉ ﾓﾄｲ 山梨 ﾊﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨
1 1668 宮野　祐太 都留文科大 1 614 佐野　基 駿台甲府高Ａ 1 1693 早川　純一 山梨大

ﾎﾘｳﾁ ｶﾝﾍﾟｲ 山梨 ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山梨 ﾌﾅﾊｼ ﾋﾛﾄ 山梨
2 1713 堀内　貫平 都留文科大 2 628 前島　凌平 駿台甲府高Ａ 2 1676 船橋　洋人 山梨大

ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 岩手 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 山梨 ﾖﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 山梨
3 1709 佐々木　翔太 都留文科大 3 601 清水　隼人(1) 駿台甲府高 3 1695 依田　幸裕 山梨大

ｱｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫 ﾐﾈﾀ ｺｳｲﾁ 山梨 ﾄﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾀｶ 山梨
4 1706 赤木　大介 都留文科大 4 619 峯田　幸一(3) 駿台甲府高 4 4638 外所　伸崇 山梨大

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 甲府西高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 駿台甲府高Ｂ・山梨

4 8 ｺﾒﾝﾄ 5 1 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DNF
記録 43.80 記録 44.81 記録

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

ｶﾅｶﾞﾜ ﾀｶｲｷ 山梨 ﾅﾄﾘ ﾀｸﾔ 山梨 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 山梨
1 369 金川　隆生 身延高 1 115 名取　拓弥(3) 甲府西高 1 613 小川　流星(3) 駿台甲府高

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 山梨 ｱｲﾊﾗ ﾀｸﾏ 山梨 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｷ 山梨
2 370 遠藤　修平 身延高 2 111 相原　拓真(3) 甲府西高 2 627 長坂　宏紀 駿台甲府高Ｂ

ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 山梨 ﾆｲﾂ ｱｷﾗ 山梨 ｲﾉｳｴ ｵｻﾑ 山梨
3 372 高野　祐樹 身延高 3 123 新津　陽 甲府西高 3 624 井上　成 駿台甲府高Ｂ

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 ｵﾋﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山梨 ｱｲｻﾞﾜ ｳｺﾝ 山梨
4 368 畠山　裕基 身延高 4 110 小尾　純志(3) 甲府西高 4 621 相澤　右近 駿台甲府高Ｂ

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府工業高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大明誠高A・山梨

2 ｺﾒﾝﾄ DNS 6 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 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

1 1

2 2

3 3

4 4

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子走高跳

山梨県記録(YR)          2m16      榎　　修之(筑波大)                    1999

決勝 

カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨 － － － － － － － － － ○
1 23 3287 沢辺　直人 山梨大AC ○ ○ × × × 1m95

ﾌｶｻﾜ ﾕｳｾﾞﾝ 山梨 － － － － － － ○ － ○ ○
2 10 458 深澤　宇善(3) 都留高 ○ × × × 1m90

ｱｲﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 － － － － － － ○ ○ ○ × ○
3 6 622 相山　友希(2) 駿台甲府高 ○ × × × 1m90

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山梨 － － － － － － ○ ○ ○ × × ○
4 17 629 斉藤　一真(2) 駿台甲府高 × × ○ × × × 1m90

ﾋｷﾀ ﾏｲﾔ 山梨 － － － － － － ○ ○ × ○ ○
5 8 1712 疋田　舞弥(3) 都留文科大 × × × 1m85

ﾅｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 山梨 － － － － － － ○ ○ ○ × × ×
6 13 73 内藤　伸弘(3) 甲府第一高 1m80

ﾉｸﾞﾁ ﾖｼｷ 山梨 － － － － ○ ○ ○ × ○ × × ×
7 20 193 野口　佳紀(3) 甲府城西高 1m75

ﾀｶﾉ ｼｭﾝｻｸ 山梨 － － － － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×
8 4 818 高野　俊作(2) 笛吹高 1m75

ｺｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 － － － － ○ ○ × × ×
9 2 304 小池　慎太郎(2) 白根高 1m65

ﾓﾘﾔ ｼﾞｭﾝ 山梨 － － － ○ ○ × × ×
10 5 219 森屋　准(2) 甲府昭和高 1m60

ｻﾄｳ ﾏﾘｷ 山梨 － × ○ ○ ○ × ○ × × ×
11 19 1238 佐藤　万里樹(3) 大月東中 1m60

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾄｼ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × × ×
12 11 581 藤原　尚俊(2) 大月AC 1m55

ｶﾝﾉ ｶｽﾞﾏ 山梨 ○ × ○ × ○ × ○ × × ×
13 9 1236 菅野　一真(3) 大月東中 1m55

ｵｵﾀｷ ｶﾂｼ 山梨 ○ × ○ × ○ × ○ × × ×
13 21 801 大瀧　雄司(3) 増穂中 1m55

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 山梨 ○ ○ ○ × × ×
15 18 480 山口　雄大(2) 上野原高 1m50

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 山梨 － × ○ ○ × × ×
16 7 720 渡邊　大樹(3) 富士学苑高 1m50

ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×
17 12 544 松浦　淳之介(2) 富士河口湖高 1m50

ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 山梨
1 499 佐藤　信賢(3) 桂高 DNS

ｲｲﾉ ﾋﾛﾑ 山梨
3 632 飯野　広夢(1) 山梨学院附属 DNS

ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝﾀ 山梨
14 798 中込　健太(3) 増穂中 DNS

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 山梨
15 908 橋本　祐希(3) 韮崎東中 DNS

ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨
16 471 三枝　郁也(3) 大国陸上クラブ DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 山梨
22 723 渡邉　幸貴(3) 富士学苑高 DNS

1m50

2m00

1m551m40

1m90

1m45

1m95

1m80 1m85

審 判 長：渡辺　悟
記録主任：小林　直樹

4月17日 10:00 決勝

1m60 1m65 1m70 1m75

凡例  DNS:欠場



一般男子棒高跳

山梨県記録(YR)          5m30      板倉　智里(甲府西高教)                1985

決勝 

カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾜﾍﾞ ﾅｵﾄ 山梨 － － － － － － － － ○ ○
1 8 3287 沢辺　直人 山梨大AC ○ × ○ × × × 4m20

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 山梨 － － － － － － － － ○ ○
2 9 288 山田　大地(3) 巨摩高 × × × 4m00

ﾀﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 山梨 － － － ○ × × ×
3 10 121 田原　俊輔(2) 甲府西高 2m80

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ 山梨 － － × × ○ × × ×
4 11 502 渡邊　翔也(2) 桂高 2m60

ｲﾉｳｴ ｲﾂｷ 山梨 ○ ○ × × ×
5 2 803 井上　樹(3) 増穂中 2m40

ｼﾐｽﾞ ｷﾗ 山梨 × × ○ × × ×
6 7 800 清水　希良(2) 増穂中 2m20

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 山梨 － － － － － × × ×
3 461 山田　陽平(3) 都留高 *NM

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾏ 山梨 － － － － － － × × ×
4 157 望月　雄馬(2) 甲府工高 *NM

ﾉﾅｶ ﾀｹﾙ 山梨 － － － － × × ×
5 117 野中　武(2) 甲府西高 *NM

ｱﾓｳ ｺｳﾍｲ 山梨 － － － × × ×
6 1686 天羽　航平(3) 山梨大 *NM

ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 山梨
1 499 佐藤　信賢(3) 桂高 DNS

ｵｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山梨
12 172 長田　純一(3) 甲府工高 DNS

2m60

4m30

2m802m20

4m10

2m40

4m20

3m80 4m00

審 判 長：渡辺　悟
記録主任：小林　直樹

4月16日 10:00 決勝

3m00 3m20 3m40 3m60

凡例  DNS:欠場 *NM:記録なし



一般男子走幅跳

山梨県記録(YR)          7m56      山口　宏貴(ＫＥＮＡＣ)                1996

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

ﾐﾂｲ ｾｲﾔ 山梨 6m69 6m45 × 6m69 5 × 7m07 6m93 7m07
1 37 384 三井　聖也(3) 園芸高 +2.0 +5.3 +2.0 +2.7 +2.4 +2.7

ﾐﾔﾉ ﾕｳﾀ 山梨 × 6m91 4m67 6m91 8 6m84 7m07 6m77 7m07
2 16 1668 宮野　祐太(1) 都留文科大 +6.0 +3.1 +6.0 +2.3 +2.5 +2.4 +2.5

ｱｶｲｹ ﾀｸﾔ 山梨 6m59 6m12 6m70 6m70 6 × 6m87 6m55 6m87
3 29 177 赤池　拓哉(3) 甲府工高 +3.0 +3.2 +2.0 +2.0 +3.2 +2.2 +3.2

ﾋｷﾀ ﾏｲﾔ 山梨 6m66 × 6m76 6m76 7 6m52 × × 6m76
4 8 1712 疋田　舞弥(3) 都留文科大 +1.4 +2.0 +2.0 +2.4 +2.0

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｷ 山梨 6m25 6m30 6m52 6m52 4 － － 6m34 6m52
5 4 1665 足立　裕紀(1) 都留文科大 +3.1 +4.7 +5.0 +5.0 +1.6 +5.0

ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 山梨 6m36 5m84 6m47 6m47 3 － － 6m38 6m47
6 44 372 高野　祐樹(3) 身延高 +7.2 +3.6 +2.0 +2.0 +3.2 +2.0

ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 山梨 6m42 6m35 6m27 6m42 2 6m11 6m30 × 6m42
7 26 174 林　拓己(3) 甲府工高 +2.4 +5.7 +1.6 +2.4 +1.8 +4.1 +2.4

ﾌｶｻﾜ ﾕｳｾﾞﾝ 山梨 6m22 6m11 6m27 6m27 1 6m15 6m00 6m34 6m34
8 35 458 深澤　宇善(3) 都留高 +1.9 +2.8 +3.1 +3.1 +2.5 +2.1 +3.1 +3.1

ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 山梨 6m18 6m18 6m22 6m22 6m22
9 18 137 田中　拓未(3) 甲府南高 +2.4 +2.6 +0.9 +0.9 +0.9

ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 山梨 × 6m08 × 6m08 6m08
10 32 484 藤本　聖哉(1) 桂高 +4.9 +4.9 +4.9

ｵｵﾌｻ ｱｷｵﾐ 山梨 6m05 5m89 6m04 6m05 6m05
11 13 1667 大房　秋臣(1) 都留文科大 +5.1 +3.9 +2.2 +5.1 +5.1

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 山梨 5m96 6m03 5m77 6m03 6m03
12 1 156 中島　健汰(2) 甲府工高 +4.8 +5.3 +2.6 +5.3 +5.3

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨 5m53 5m73 6m00 6m00 6m00
13 40 656 松田　康平(2) 山梨学院附属 -0.9 +4.2 +2.7 +2.7 +2.7

ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨 × × 5m96 5m96 5m96
14 27 504 西谷　卓巳(2) 桂高 +2.2 +2.2 +2.2

ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 5m64 5m80 5m88 5m88 5m88
15 31 602 浅利　拓(1) 駿台甲府高 +3.0 +4.5 +1.8 +1.8 +1.8

ﾜｹﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 山梨 5m80 × × 5m80 5m80
16 47 746 分部　誠之(2) 吉田高 +4.9 +4.9 +4.9

ﾏﾂﾄﾞ ﾐﾂｵ 山梨 × × 5m77 5m77 5m77
17 6 253 松土　光男(2) 巨摩高 +5.3 +5.3 +5.3

ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 山梨 5m48 5m76 5m06 5m76 5m76
18 22 186 小島　一樹(1) 甲府城西高 +3.8 +3.5 +1.7 +3.5 +3.5

ｲｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ 山梨 5m69 5m74 5m45 5m74 5m74
19 39 775 池田　征司(3) 都留高 +2.9 +4.1 +1.8 +4.1 +4.1

ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 5m44 5m49 5m66 5m66 5m66
20 14 747 山崎　翼(2) 未来の森ＡＣ +1.1 +2.9 +2.1 +2.1 +2.1

ｱﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨 × 5m65 4m99 5m65 5m65
21 30 523 荒井　大地(3) 富士河口湖高 +4.0 +2.2 +4.0 +4.0

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨 5m34 × 5m64 5m64 5m64
22 21 548 中村　隆聖(2) 富士河口湖高 +1.6 +2.8 +2.8 +2.8

ｻｴｸﾞｻ ﾌﾐﾔ 山梨 5m62 5m53 5m56 5m62 5m62
23 52 471 三枝　郁也(3) 大国陸上クラブ +2.8 +3.0 +1.2 +2.8 +2.8

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾀｶ 山梨 5m48 5m61 5m46 5m61 5m61
24 48 600 渡辺　靖崇(3) 富士北稜高 +7.4 +2.4 +1.9 +2.4 +2.4

ｵｵﾀｷ ｶﾂｼ 山梨 5m59 5m44 5m44 5m59 5m59
25 23 801 大瀧　雄司(3) 増穂中 +2.4 +3.0 +1.2 +2.4 +2.4

ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｳｽｹ 山梨 5m55 5m43 × 5m55 5m55
26 20 473 梶原　鷹典(3) 上野原高 +4.1 +2.4 +4.1 +4.1

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾘ 山梨 5m50 4m56 5m54 5m54 5m54
27 41 511 小林　陸離(1) 吉田高 +1.8 +3.8 +2.9 +2.9 +2.9

ﾅｶｺﾞﾐ ｹﾝﾀ 山梨 5m37 5m52 × 5m52 5m52
28 42 798 中込　健太(3) 増穂中 +4.9 +4.6 +4.6 +4.6

ﾉｸﾞﾁ ﾖｼｷ 山梨 5m52 4m03 5m16 5m52 5m52
29 33 193 野口　佳紀(3) 甲府城西高 +1.2 +4.5 +1.4 +1.2 +1.2

審 判 長：渡辺　悟
記録主任：小林　直樹

4月16日 13:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子走幅跳

山梨県記録(YR)          7m56      山口　宏貴(ＫＥＮＡＣ)                1996

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：渡辺　悟
記録主任：小林　直樹

4月16日 13:00 決勝

ｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 山梨 3m87 5m52 3m74 5m52 5m52
30 3 695 尾池　真太郎(2) 日大明誠高 +1.6 +3.4 +5.1 +3.4 +3.4

ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 山梨 5m40 5m34 5m50 5m50 5m50
31 10 820 内藤　春来(1) 笛吹高 +4.2 +4.2 +4.0 +4.0 +4.0

ｵｵﾓﾘ ﾕｳ 山梨 5m38 × × 5m38 5m38
32 15 783 大森　優(3) 都留高 +2.6 +2.6 +2.6

ｸﾜﾂﾞﾙ ﾔｽｱｷ 山梨 × 5m34 5m24 5m34 5m34
33 17 712 桑鶴　泰章(2) 日大明誠高 +3.8 +1.4 +3.8 +3.8

ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 山梨 4m99 × 5m34 5m34 5m34
34 43 479 中村　俊也(2) 上野原高 +0.3 +3.1 +3.1 +3.1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 山梨 4m80 5m25 5m30 5m30 5m30
35 7 753 渡辺　開人(3) 富士北稜高 +2.9 +8.4 +4.0 +4.0 +4.0

ﾐﾔﾀ ｹﾝﾄ 山梨 5m12 5m00 5m15 5m15 5m15
36 49 162 宮田　健登 城南中 +5.9 +3.6 +1.5 +1.5 +1.5

ｵﾏﾀ ﾘｮｳﾔ 山梨 5m03 4m89 × 5m03 5m03
37 50 577 小俣　凌也 大月AC +8.4 +5.6 +8.4 +8.4

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ 山梨 × × 4m96 4m96 4m96
38 45 502 渡邊　翔也(2) 桂高 +1.8 +1.8 +1.8

ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 山梨 4m79 4m95 3m68 4m95 4m95
39 12 127 岩下　浩章(2) 甲府南高 +2.5 +2.2 +3.7 +2.2 +2.2

ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾖ 山梨 4m25 4m75 4m92 4m92 4m92
40 19 130 小澤　彰誉(2) 甲府南高 +3.5 +5.4 +2.9 +2.9 +2.9

ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 山梨 4m40 4m71 4m63 4m71 4m71
41 24 578 加藤　大喜(2) 大月AC +2.3 +4.4 +1.9 +4.4 +4.4

ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 山梨 4m58 × × 4m58 4m58
42 25 290 川口　瑞輝(3) 巨摩高 +3.7 +3.7 +3.7

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 山梨 4m42 4m57 4m50 4m57 4m57
43 36 498 近藤　晃弘(2) 塩山中 +4.2 +3.3 +1.9 +3.3 +3.3

ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 山梨 4m41 4m55 × 4m55 4m55
44 46 544 松浦　淳之介(2) 富士河口湖高 +5.2 +1.2 +1.2 +1.2

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 山梨 4m33 4m35 3m97 4m35 4m35
45 51 723 渡邉　幸貴(3) 富士学苑高 +5.8 +4.5 +2.1 +4.5 +4.5

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 山梨 × × ×
2 293 清水　優喜(3) 巨摩高

ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓｱｷ 山梨 × × ×
11 448 白鳥　智彰(2) 都留高

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 山梨 × × ×
38 178 齊藤　涼太(3) 甲府工高

ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨
5 255 野田　雅浩(2) 巨摩高 DNS

ｵｶﾞﾀ ﾖｳｽｹ 山梨
9 112 尾形　耀亮(3) 甲府西高 DNS

ﾀﾅｶ ｺｳｷ 山梨
28 13 田中　厚樹(3) 北杜高 DNS

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲﾗ 山梨
34 283 望月　平(3) 巨摩高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子三段跳

山梨県記録(YR)          15m99     小俣　宏記(県教委)                    1985

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 14m27 － － 14m27 8 14m22 14m37 14m34 14m37
1 15 177 赤池　拓哉(3) 甲府工高 +0.2 +0.2 0.0 +1.2 -0.7 +1.2

ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 山梨 13m58 13m41 － 13m58 6 13m33 13m42 13m88 13m88
2 12 174 林　拓己(3) 甲府工高 +0.3 0.0 +0.3 +0.1 +2.4 -1.0 -1.0

ｵｵﾌｻ ｱｷｵﾐ 山梨 12m89 13m73 12m98 13m73 7 13m28 13m57 13m49 13m73
3 18 1667 大房　秋臣(1) 都留文科大 -2.0 +2.4 -0.4 +2.4 -0.5 +2.4 -1.5 +2.4

ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 山梨 12m54 12m93 12m25 12m93 5 12m02 × 12m79 12m93
4 20 372 高野　祐樹(3) 身延高 -1.1 +2.1 -1.6 +2.1 +1.8 -0.1 +2.1

ﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 山梨 12m10 12m16 12m17 12m17 1 11m81 12m58 12m37 12m58
5 8 74 野田　拓志(3) 甲府第一高 -1.5 0.0 +1.5 +1.5 -1.6 -2.0 +0.6 -2.0

ｱｲﾔﾏ ﾕｳｷ 山梨 × 12m52 11m47 12m52 4 11m55 11m56 × 12m52
6 6 622 相山　友希(2) 駿台甲府高 -0.6 +1.2 -0.6 +0.4 -0.5 -0.6

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 山梨 12m43 × × 12m43 3 × 12m04 × 12m43
7 2 703 中村　匠吾(3) 日大明誠高 +1.1 +1.1 -0.7 +1.1

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 山梨 11m50 12m26 11m70 12m26 2 11m56 11m80 11m98 12m26
8 10 629 斉藤　一真(2) 駿台甲府高 -0.6 -1.1 0.0 -1.1 +0.3 -0.5 +0.5 -1.1

ｱﾗｲ ﾀﾞｲﾁ 山梨 × × 11m66 11m66 11m66
9 17 523 荒井　大地(3) 富士河口湖高 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨 11m20 11m33 11m64 11m64 11m64
10 3 747 山崎　翼(2) 未来の森ＡＣ +0.3 +0.3 +1.7 +1.7 +1.7

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 山梨 11m21 11m54 × 11m54 11m54
11 7 548 中村　隆聖(2) 富士河口湖高 -0.8 -0.1 -0.1 -0.1

ｵｵﾓﾘ ﾕｳ 山梨 × × 11m29 11m29 11m29
12 13 783 大森　優(3) 都留高 -0.6 -0.6 -0.6

ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓｱｷ 山梨 10m15 × × 10m15 10m15
13 14 448 白鳥　智彰(2) 都留高 -0.1 -0.1 -0.1

ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 山梨 × 9m50 9m22 9m50 9m50
14 16 498 近藤　晃弘(2) 塩山中 -0.3 -1.5 -0.3 -0.3

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 山梨 × × ／
1 156 中島　健汰(2) 甲府工高

ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 山梨 × × ×
4 290 川口　瑞輝(3) 巨摩高

ﾆｼﾀﾆ ﾀｸﾐ 山梨 × × ×
9 504 西谷　卓巳(2) 桂高

ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 山梨
5 255 野田　雅浩(2) 巨摩高 DNS

ｸﾜﾂﾞﾙ ﾔｽｱｷ 山梨
11 712 桑鶴　泰章(2) 日大明誠高 DNS

ﾀｶﾉ ｼｭﾝｻｸ 山梨
19 818 高野　俊作(2) 笛吹高 DNS

審 判 長：渡辺　悟
記録主任：小林　直樹

4月17日 12:30 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子砲丸投(7.26kg)

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 1687 久保田　泰史(3) 山梨大 9m44 10m20 10m35 10m35 9m97 10m77 10m96 10m96

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月17日 11:30 決勝

凡例 



一般男子砲丸投(6.0kg)

山梨県記録(YR)          14m29     名取　幸多(巨摩)                      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 13 252 須田　裕太郎(2) 巨摩高 12m99 12m26 12m95 12m99 11m58 12m63 13m67 13m67

ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾏ 山梨
2 6 282 村松　克磨(3) 巨摩高 12m58 10m90 12m33 12m58 11m11 11m74 11m67 12m58

ﾅｶｶﾞﾐ ｹﾝﾄ 山梨
3 18 246 仲神　健斗(2) 山梨農林高 9m99 × 10m20 10m20 9m88 10m83 × 10m83

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 山梨
4 7 245 三神　勇樹(2) 山梨農林高 9m88 9m87 10m34 10m34 10m30 10m25 10m35 10m35

ｼﾗｶﾍﾞ ﾀｸﾔ 山梨
5 4 524 白壁　卓也(3) 富士河口湖高 9m73 9m95 10m09 10m09 10m20 × × 10m20

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 山梨
6 8 465 山本　諭(3) 都留高 9m78 9m45 9m95 9m95 9m79 9m47 9m83 9m95

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 山梨
7 16 778 長谷川　優太(3) 都留高 9m66 8m38 9m22 9m66 8m75 8m46 8m46 9m66

ｱｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ 山梨
8 1 847 芦川　祥崇(2) 身延高 8m99 9m18 9m45 9m45 9m16 9m38 9m57 9m57

ｱｶｲｹ ﾕｳﾀ 山梨
9 2 770 赤池　優太(3) 身延高 9m39 9m40 9m24 9m40 9m40

ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 山梨
10 14 158 古川　周平(2) 甲府工高 9m10 9m34 8m86 9m34 9m34

ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 山梨
11 12 294 野村　純(3) 巨摩高 9m16 9m30 9m31 9m31 9m31

ｵｶﾞﾀ ﾄﾓｷ 山梨
12 15 478 尾形　知希(2) 上野原高 8m95 8m98 9m02 9m02 9m02

ﾐﾂｲ ｶｽﾞﾏ 山梨
13 19 43 三井　一馬(3) 韮崎高 8m12 8m32 8m55 8m55 8m55

ﾐﾂｲ ﾕｷｵ 山梨
14 11 49 三井　幸夫(2) 韮崎高 8m29 7m91 8m30 8m30 8m30

ｲﾁｶﾜ ｹｲｽｹ 山梨
15 9 572 市川　佳祐(3) 大月短付高 7m86 8m03 8m06 8m06 8m06

ｷｼ ﾀｸﾐ 山梨
16 3 416 岸　拓実(2) 山梨高 6m49 6m21 7m55 7m55 7m55

ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 山梨
17 10 842 中村　大河(3) 山梨高 6m96 6m68 6m35 6m96 6m96

ｶﾈﾏﾙ ﾀｲﾁ 山梨
18 5 841 金丸　太一(3) 山梨高 6m27 5m96 5m93 6m27 6m27

ｺﾐｴ ｼｮｳｺﾞ 山梨
17 784 込江　祥吾(3) 都留高 DNS

ﾐﾂｲ ｺｳｼﾞ 山梨
20 911 三井　幸治(2) 韮崎東中 DNS

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月17日 11:30 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子砲丸投(5.0kg)

山梨県記録(YR)          14m64     前田  真(塩山中)                      2008

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

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ 山梨
1 2 749 水口　晃輝(3) 未来の森ＡＣ 9m97 9m78 9m57 9m97 9m62 9m70 × 9m97

ｲﾉｳｴ ｲﾂｷ 山梨
2 3 803 井上　樹(3) 増穂中 × 7m49 7m85 7m85 7m48 7m41 6m79 7m85

ｶｻﾊﾗ ｹﾝｼ 山梨
3 1 799 笠原　健志(3) 増穂中 6m01 6m18 6m46 6m46 7m77 6m47 6m69 7m77

ﾋﾛｾ ﾀｲﾁ 山梨
4 5 808 広瀬　太一(3) 増穂中 5m81 6m05 6m00 6m05 6m08 6m01 6m30 6m30

ﾐﾂｲ ｺｳｼﾞ 山梨
5 4 911 三井　幸治(2) 韮崎東中 5m53 5m40 5m71 5m71 5m81 5m34 5m28 5m81

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月17日 11:30 決勝

凡例 



一般男子円盤投(2.0kg)

山梨県記録(YR)          55m06     前田  裕孝(甲府工高教)                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

ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨
1 2 5656 久保田　尊士 里垣小学校教員 31m11 33m61 × 33m61 31m62 32m06 × 33m61

ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ 山梨
2 3 1687 久保田　泰史(3) 山梨大 31m18 32m95 31m97 32m95 × × 32m54 32m95

ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 山梨
1 1683 高橋　大地(4) 山梨大 DNS

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月16日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子円盤投(1.75kg)

山梨県記録(YR)          40m26     村田　雅弥(身延高)                    2009

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

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾔ 山梨
1 18 367 村田　雅弥(3) 身延高 39m05 × 37m21 39m05 8 38m64 × 36m50 39m05

ﾑﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 山梨
2 15 529 武藤　大万(3) 富士河口湖高 32m58 × 28m75 32m58 7 32m84 31m15 33m65 33m65

ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾏ 山梨
3 5 282 村松　克磨(3) 巨摩高 26m89 × 25m60 26m89 1 32m35 × 32m62 32m62

ｽﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨
4 4 252 須田　裕太郎(2) 巨摩高 31m16 × 30m07 31m16 4 × 32m13 29m64 32m13

ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 山梨
5 3 158 古川　周平(2) 甲府工高 31m77 × × 31m77 6 31m91 × 29m94 31m91

ｼﾗｶﾍﾞ ﾀｸﾔ 山梨
6 8 524 白壁　卓也(3) 富士河口湖高 30m44 31m72 31m47 31m72 5 × × × 31m72

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨
7 2 80 森本　涼(2) 甲府第一高 27m20 24m31 × 27m20 2 29m91 29m24 28m55 29m91

ﾅｶﾞﾔ ﾀﾞｲｷ 山梨
8 6 179 長屋　大樹(3) 甲府工高 × 28m81 × 28m81 3 × × × 28m81

ｶｻﾊﾗ ﾀｲﾁ 山梨
9 11 289 笠原　泰地(3) 巨摩高 24m07 25m99 26m28 26m28 26m28

ﾉﾑﾗ ﾕｲ 山梨
10 21 657 野村　唯(2) 山梨学院附属 25m96 × 25m58 25m96 25m96

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 山梨
11 14 778 長谷川　優太(3) 都留高 × × 25m39 25m39 25m39

ｺﾐｴ ｼｮｳｺﾞ 山梨
12 9 784 込江　祥吾(3) 都留高 21m44 21m51 24m77 24m77 24m77

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 山梨
13 7 346 若林　正浩(3) 身延高 × 24m32 23m98 24m32 24m32

ｺｳﾉ ﾔﾏﾄ 山梨
14 1 508 河野　   倭(2) 桂高 22m02 21m39 23m37 23m37 23m37

ﾀｶﾉ ﾋﾛﾄ 山梨
15 19 615 高野　浩斗(3) 駿台甲府高 20m86 21m25 20m61 21m25 21m25

ｻｻﾓﾄ ｶｽﾞﾄﾓ 山梨
16 17 215 笹本　一友(2) 甲府昭和高 19m05 19m44 18m52 19m44 19m44

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨
17 10 420 山口　涼介(3) 山梨高 15m48 19m06 18m30 19m06 19m06

ﾐﾂｲ ﾕｷｵ 山梨
18 20 49 三井　幸夫(2) 韮崎高 17m96 17m65 × 17m96 17m96

ﾆｼﾅｶﾔﾏ ｿｳ 山梨
12 631 西中山　創(1) 山梨学院附属 × × ×

ﾐﾂｲ ｶｽﾞﾏ 山梨
13 43 三井　一馬(3) 韮崎高 × × ×

ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ 山梨
16 248 神田　晴樹(3) 山梨農林高 DNS

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月16日 14:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般男子ハンマー投(7.26kg)

山梨県記録(YR)          59m19     高橋　大地(山梨大)                    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

ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 山梨
1 1 1683 高橋　大地(4) 山梨大 50m67 53m20 54m79 54m79 － － － 54m79

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月16日 10:00 決勝

凡例 



一般男子ハンマー投(6.0kg)

山梨県記録(YR)          63m29     高橋　大地(身延高)                    2007

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

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾔ 山梨
1 13 367 村田　雅弥(3) 身延高 40m23 × 39m29 40m23 × 43m18 44m72 44m72

ｱｶｲｹ ﾕｳﾀ 山梨
2 6 770 赤池　優太(3) 身延高 39m62 41m20 × 41m20 39m25 38m43 × 41m20

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 山梨
3 3 346 若林　正浩(3) 身延高 37m51 39m91 39m03 39m91 38m65 39m18 39m74 39m91

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 山梨
4 16 465 山本　諭(3) 都留高 36m88 × × 36m88 × 35m88 × 36m88

ｱｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ 山梨
5 1 847 芦川　祥崇(2) 身延高 31m22 31m51 35m41 35m41 34m87 36m22 32m73 36m22

ｲﾁｶﾜ ｹｲｽｹ 山梨
6 10 572 市川　佳祐(3) 大月短付高 34m88 33m74 × 34m88 × × 30m21 34m88

ｸﾇｷﾞ ｺｳｽｹ 山梨
7 11 300 功刀　公輔(2) 巨摩高 × × 31m54 31m54 × 32m69 × 32m69

ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 山梨
8 18 294 野村　純(3) 巨摩高 31m95 × 31m63 31m95 × 30m43 32m36 32m36

ﾅｶﾞﾔ ﾀﾞｲｷ 山梨
9 5 179 長屋　大樹(3) 甲府工高 × × 31m53 31m53 31m53

ﾑﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 山梨
10 14 529 武藤　大万(3) 富士河口湖高 30m89 × × 30m89 30m89

ﾐﾑﾗ ﾊﾙｷ 山梨
11 2 81 三村　治己(2) 甲府第一高 28m54 29m71 29m71 29m71 29m71

ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 山梨
12 15 80 森本　涼(2) 甲府第一高 26m20 × 28m13 28m13 28m13

ｶﾈﾏﾙ ﾀｲﾁ 山梨
13 12 841 金丸　太一(3) 山梨高 27m58 22m89 24m60 27m58 27m58

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 山梨
14 17 778 長谷川　優太(3) 都留高 25m83 × × 25m83 25m83

ｼﾗｶﾍﾞ ﾀｸﾔ 山梨
15 8 524 白壁　卓也(3) 富士河口湖高 22m24 23m63 23m65 23m65 23m65

ｺﾐｴ ｼｮｳｺﾞ 山梨
16 4 784 込江　祥吾(3) 都留高 20m68 20m19 20m48 20m68 20m68

ｷｼ ﾀｸﾐ 山梨
7 416 岸　拓実(2) 山梨高 × × × *NM

ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 山梨
9 158 古川　周平(2) 甲府工高 × × × *NM

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月16日 10:00 決勝

凡例  *NM:記録なし



一般男子やり投

山梨県記録(YR)          72m84     坂口　正芳(山日ＹＢＳ)                1997

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

ｵﾉ ﾀｲﾍｲ 山梨
1 13 375 小野　泰平(3) 身延高 × 55m18 54m52 55m18 8 × 52m31 51m43 55m18

ｵｵｲｹ ﾕｳｽｹ 山梨
2 22 1666 大池　優介(1) 都留文科大 53m58 52m27 53m07 53m58 7 52m07 49m36 53m69 53m69

ﾎﾘｶﾜ ﾖｳﾍｲ 山梨
3 11 620 堀川　陽平(3) 駿台甲府高 52m07 48m17 46m48 52m07 6 47m82 × 50m88 52m07

ﾑﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 山梨
4 17 529 武藤　大万(3) 富士河口湖高 47m63 47m09 × 47m63 4 49m62 47m60 45m61 49m62

ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 山梨
5 3 290 川口　瑞輝(3) 巨摩高 48m31 × 45m02 48m31 5 43m13 41m60 × 48m31

ｺﾐｴ ｼｮｳｺﾞ 山梨
6 16 784 込江　祥吾(3) 都留高 42m89 44m09 39m97 44m09 2 46m92 40m08 41m57 46m92

ｶﾀﾔﾏ ｹﾝﾀ 山梨
7 21 292 片山　健汰(3) 巨摩高 44m48 38m43 34m70 44m48 3 42m44 36m54 39m15 44m48

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 山梨
8 9 778 長谷川　優太(3) 都留高 × 44m00 41m23 44m00 1 38m09 × 44m19 44m19

ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 山梨
9 20 5656 久保田　尊士 里垣小学校教員 40m70 43m19 × 43m19 43m19

ﾆｼﾅｶﾔﾏ ｿｳ 山梨
10 12 631 西中山　創(1) 山梨学院附属 39m60 36m65 30m46 39m60 39m60

ｺｳﾉ ﾔﾏﾄ 山梨
11 15 508 河野　   倭(2) 桂高 37m90 32m95 38m98 38m98 38m98

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 山梨
12 19 656 松田　康平(2) 山梨学院附属 36m32 35m08 38m44 38m44 38m44

ｻﾉ ｼｮｳﾀ 山梨
13 8 846 佐野　昇太(2) 身延高 37m84 × 37m13 37m84 37m84

ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 山梨
14 25 450 石原　宙(2) 都留高 37m77 37m29 28m39 37m77 37m77

ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 山梨
15 23 216 小泉　勇介(2) 甲府昭和高 × 36m01 34m56 36m01 36m01

ﾀｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 山梨
16 10 213 滝口　和樹(3) 甲府昭和高 × 35m77 34m70 35m77 35m77

ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 山梨
17 5 128 土橋　陽一朗(2) 甲府南高 × 34m09 26m73 34m09 34m09

ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 山梨
18 7 747 山崎　翼(2) 未来の森ＡＣ × 26m39 33m38 33m38 33m38

ｵﾏﾀ ﾊﾙｶ 山梨
19 1 566 小俣　悠(2) 大月短付高 × 29m24 31m86 31m86 31m86

ﾅｶﾞｻｶ ｲｵﾘ 山梨
20 6 626 長坂　伊織(2) 駿台甲府高 29m60 × 31m85 31m85 31m85

ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾋｻ 山梨
21 2 287 森田　友久(3) 巨摩高 28m66 28m09 30m56 30m56 30m56

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 山梨
22 24 178 齊藤　涼太(3) 甲府工高 26m75 21m27 × 26m75 26m75

ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 山梨
23 18 842 中村　大河(3) 山梨高 × × 24m82 24m82 24m82

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 山梨
24 14 420 山口　涼介(3) 山梨高 20m69 23m00 × 23m00 23m00

ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 山梨
4 694 青木　一真(2) 日大明誠高 × × ×

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月17日 13:30 決勝

凡例 



一般女子100m

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

予選 14組1着＋10

1組 風:-2.2 2組 風:-1.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨

1 4 126 内田　莉奈(2) 巨摩高 13.16 Q 1 5 127 勝俣　有理(2) 巨摩高 13.39 Q
ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔ 山梨

2 5 410 中根　舞(2) 駿台甲府高 13.57 q 2 6 1254 飯島　彩(3) 大月東中 14.68
ｻﾄｳ ﾁﾎ 山梨 ｵﾏﾀ ﾚﾅ 山梨

3 3 807 佐藤　千穗(2) 増穂中 14.15 3 7 570 小俣　玲奈(1) 大月AC 15.43
ﾎｻｶ ｶﾚﾝ 山梨 ﾎｿｶﾜ ﾕｷ 山梨

4 1 43 保坂　花蓮(2) 甲府第一高 14.81 4 2 320 細川　有紀(2) 吉田高 16.60
ｶﾜﾉ ｽﾐﾚ 山梨 ﾀｶﾈ ｱｵｲ 山梨

5 7 812 河野　すみれ(2) 増穂中 15.29 5 8 388 高根　葵(3) 富士北稜高 16.64
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾅ 山梨 ｻｴｸﾞｻ ｱﾐ 山梨

6 2 307 宮下　優那(1) 吉田高 16.02 3 408 三枝　阿弥(2) 駿台甲府高 DNS
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｲ 山梨 ﾐﾔﾀ ｹﾝﾄ 山梨

7 8 499 平山　唯(3) 塩山中 16.55 4 162 宮田　健登(3) 城南中 DNS
ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨

6 151 安田　壮太(2) 城南中 DNS

3組 風:-2.8 4組 風:-1.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 ﾀﾅｶ ﾘｺ 山梨

1 5 400 小澤　詩織(3) 駿台甲府高 12.99 Q 1 6 661 田中　璃湖(3) 未来の森ＡＣ 13.59 Q
ﾀﾅｶ ﾅﾐ 山梨 ｶｶﾞﾐ ﾗﾝ 山梨

2 6 417 田中　那実(2) 山梨学院附属 14.02 2 1 44 加賀美　蘭(1) 甲府第一高 14.04
ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ 山梨

3 2 250 伊藤　梨奈(2) 都留高 14.59 3 2 83 大村　優奈(2) 甲府東高 14.10
ｲﾜｼﾀ ﾏｺ 山梨 ﾉﾀﾞ ﾕｶﾘ 山梨

4 4 241 岩下　真子(2) 塩山高 14.67 4 3 668 野田　ゆかり(2) 未来の森ＡＣ 14.27
ﾂｼﾞ ｱﾝﾘ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 山梨

5 8 659 辻　杏里(1) 未来の森ＡＣ 16.25 5 5 419 山田　美樹(1) 山梨学院附属 15.03
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 山梨 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 山梨

3 164 小林　大輝(3) 城南中 DNS 6 7 669 飯島　かのん(2) 未来の森ＡＣ 15.08
ﾎﾘｳﾁ ｼｵﾘ 山梨 ﾋﾗｲ ﾐｸ 山梨

7 389 堀内　詩織(3) 富士北稜高 DNS 7 8 1238 平井　美紅(2) 大月東中 15.12
ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ 山梨

4 160 荻野　慧人(3) 城南中 DNS

5組 風:-2.6 6組 風:+2.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐﾅ 山梨 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 山形

1 6 6609 松山　文奈(3) 都留文科大 12.86 Q 1 3 6616 高橋　優香(2) 都留文科大 12.33 Q
ｲｶﾞﾘ ﾄﾓｶ 山梨 ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨

2 3 145 猪狩　朋佳(3) 巨摩高 13.52 q 2 5 154 井上　愛梨(2) 巨摩高 13.00 q
ｶﾂﾏﾀ ﾐｸ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 山梨

3 4 562 勝俣　美空(3) 大月AC 14.11 3 6 146 小林　由有(3) 巨摩高 13.23 q
ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨 ﾐｽﾞｶﾐ ﾎﾅﾐ 山梨

4 1 260 小俣　友梨恵(2) 都留高 14.82 4 1 42 水上　歩奈美(3) 甲府第一高 13.63 q
ﾓﾘﾔ ﾘｶ 山梨 ｱﾘｲ ｴﾐ 山梨

5 2 258 森屋　梨香(3) 都留高 15.19 5 4 911 有井　瑛美(3) 韮崎東中 14.71
ﾔｽﾀﾞ ﾐｻ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 山梨

6 7 492 安田　美佐(2) 塩山中 15.63 6 2 68 小林　真里奈(2) 甲府南高 14.77
ﾋﾊﾗ ｶﾅ 山梨 ｵｶ ﾜｶﾊﾞ 山梨

7 5 484 日原　佳奈(2) 塩山中 16.00 7 8 489 岡　わかば(3) 塩山中 15.21
ﾁｹﾝ ﾏｲ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 山梨

8 8 561 知見　真衣(1) 大月AC 16.25 7 913 村松　めぐみ(2) 韮崎東中 DNS

4月16日 15:50 決勝

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 12:30 予選

4月16日 14:35 準決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子100m

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月16日 15:50 決勝

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 12:30 予選

4月16日 14:35 準決勝

7組 風:+1.7 8組 風:-0.4
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨 ｲﾄｳ ﾒｲ 山梨

1 4 279 柏木　真央(1) 桂高 13.35 Q 1 6 143 伊藤　めい(3) 巨摩高 13.29 Q
ｱﾒﾐﾔ ﾘﾅ 山梨 ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨

2 5 481 雨宮　利奈(2) 塩山中 13.59 q 2 4 804 深澤　葉月(2) 増穂中 13.88
ｱｷﾔﾏ ｺﾄﾐ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾅ 山梨

3 8 516 秋山　琴美(2) 笛吹高 13.83 3 5 133 村松　安綺奈(2) 巨摩高 13.95
ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨 ｼﾗﾄﾘ ﾘﾎ 山梨

4 2 533 藏重　泉美(1) 都留高 14.15 4 1 251 白鳥　里穂(2) 都留高 14.67
ｵｵｷ ｶﾅ 山梨 ﾊﾗ ｱｻﾐ 山梨

5 6 806 大木　奏(3) 増穂中 14.59 5 7 901 原　愛咲美(2) 韮崎東中 15.14
ﾐｶﾐ ﾘﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾎ 山梨

6 7 495 三神　里菜(3) 塩山中 14.79 6 2 302 小林　礼歩(1) 吉田高 15.17
ｱｷﾔﾏ ｷｴ 山梨 ｵｻﾀﾞ ｻｷ 山梨

3 152 秋山　来恵(2) 巨摩高 DNS 7 8 497 長田　彩希(3) 塩山中 16.20
ﾔﾍﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 山梨

3 569 矢部　裕太郎(2) 大月AC DNS

9組 風:+1.2 10組 風:+0.6
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻﾉ ﾕﾒｶ 山梨 ｲｹｳﾁ ｴﾘｶ 兵庫

1 4 3324 佐野　夢加 都留文科大職員 11.89 Q 1 3 6578 池内　英里香(1) 都留文科大 12.66 Q
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ 山梨 ﾀｶｽ ﾁｶﾘ 宮崎

2 5 811 原田　夏帆(2) 増穂中 13.52 q 2 5 6602 髙須　知香梨(4) 都留文科大 13.13 q
ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

3 2 41 神宮寺　彩花(3) 甲府第一高 13.73 3 1 637 斉藤　莉奈(2) 都留ＡＣ 13.48 q
ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ 山梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山梨

4 8 264 岡田　真奈(3) 上野原高 14.23 4 4 152 藤本　真優(3) 城南中 13.62 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ 山梨 ﾊﾔｼ ｱﾕ 山梨

5 7 806 渡邊　真子(2) 増穂中 14.52 5 6 155 林　　安優(3) 城南中 13.83
ｶﾔﾇﾏ ﾘﾅ 山梨 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｶ 山梨

6 1 317 萱沼　里菜(2) 吉田高 15.94 6 2 517 地場　遥香(2) 笛吹高 14.29
ﾐｻﾜ ﾏﾘ 山梨 ｶﾉｳ ﾐﾅ 山梨

3 3293 三澤　真理 山梨大AC DNS 7 7 1253 加納　実奈(3) 大月東中 14.30
ﾀﾏｻﾞﾜ ｼﾎ 山梨 ｵﾏﾀ ｶﾎ 山梨

6 144 玉澤　志帆(3) 巨摩高 DNS 8 8 1249 小俣　佳穂(3) 大月東中 15.28

11組 風:-5.2 12組 風:-2.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾉｻｶ ﾕｳ 岡山 ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨

1 4 6580 野坂　優(1) 都留文科大 13.59 Q 1 6 278 大神田南美(1) 桂高 13.51 Q
ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨 ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨

2 6 153 甘利　渚(2) 巨摩高 13.73 2 3 299 都倉　瑞生(2) 桂高 13.88
ﾅｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 山梨 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾂﾞﾐ 山梨

3 5 198 内藤　めぐみ(3) 身延高 14.18 3 4 237 藤原　　鼓(3) 塩山高 14.46
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 山梨

4 3 157 中澤　美結(3) 城南中 15.04 4 5 154 小林　加奈(3) 城南中 14.89
ｺﾅｶ ﾏﾅｴ 山梨 ｼﾗｲ ｶﾎ 山梨

5 7 496 湖中　愛永(3) 塩山中 15.63 5 2 303 白井　香穂(1) 吉田高 15.54
ﾌﾙﾔ ﾘｴ 山梨 ｵﾏﾀ ｻｴ 山梨

6 8 239 古屋　理絵(2) 塩山高 15.68 6 8 1248 小俣　沙映(2) 大月東中 16.29
ﾐﾔｼﾀ ﾁｱｷ 山梨 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨

7 2 306 宮下　千秋(1) 吉田高 15.99 1 534 小柳　里織(1) 都留高 DNS
ｲｲﾀﾞ ﾄﾓｷ 山梨

7 152 飯田　知輝(2) 城南中 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子100m

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月16日 15:50 決勝

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 12:30 予選

4月16日 14:35 準決勝

13組 風:-3.9 14組 風:-4.0
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｻｷ 山梨

1 6 412 寺本　有那(1) 駿台甲府高 13.28 Q 1 3 398 雨宮　咲希(3) 駿台甲府高 13.57 Q
ｾｺｸﾞﾁ ｾｲｶ 山梨 ｵｵｲｼ ﾘﾉ 山梨

2 5 110 世古口　聖花(1) 甲府昭和高 14.24 2 5 808 大石　莉乃(3) 増穂中 13.86
ｳｴﾀﾞ ﾁﾕｷ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨

3 4 148 上田　千幸(3) 巨摩高 14.36 3 1 69 竹田　有里(2) 甲府南高 14.85
ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨 ﾊﾔｶﾜ ﾘﾎ 山梨

4 2 259 井上　和(2) 都留高 14.58 4 7 916 早川　里穂(2) 韮崎東中 15.38
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 山梨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨

5 7 532 山口　ほのか(2) 都留高 14.87 2 416 杉山　愛海(2) 山梨学院附属 DNS
ｲﾉｳｴ ﾏﾕ 山梨 ｺｶﾞ ﾔｽﾕｷ 山梨

6 3 1255 井上　真夢(3) 大月東中 14.97 4 580 古賀　泰行(3) 大月AC DNS
ｱﾒﾐﾔ ﾚﾅ 山梨 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｶ 群馬

7 8 156 雨宮　玲奈(3) 城南中 16.25 6 7069 五十嵐　由香(2) 平成国際大 DNS
ﾅﾄﾘ ｻｷ 山梨

8 809 名取　紗希(3) 増穂中 DNS

準決勝 3組2着＋2

1組 風:-2.5 2組 風:-1.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 山形 ｻﾉ ﾕﾒｶ 山梨

1 5 6616 高橋　優香(2) 都留文科大 12.60 Q 1 3 3324 佐野　夢加 都留文科大職員 12.04 Q
ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨

2 4 400 小澤　詩織(3) 駿台甲府高 12.85 Q 2 5 412 寺本　有那(1) 駿台甲府高 12.88 Q
ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 ｲｹｳﾁ ｴﾘｶ 兵庫

3 3 278 大神田南美(1) 桂高 13.59 3 6 6578 池内　英里香(1) 都留文科大 12.90 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 山梨 ｲｶﾞﾘ ﾄﾓｶ 山梨

4 8 146 小林　由有(3) 巨摩高 13.65 4 1 145 猪狩　朋佳(3) 巨摩高 13.29 q
ｲﾄｳ ﾒｲ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨

5 6 143 伊藤　めい(3) 巨摩高 13.69 5 4 127 勝俣　有理(2) 巨摩高 13.33
ﾉｻｶ ﾕｳ 岡山 ﾀﾅｶ ﾘｺ 山梨

5 7 6580 野坂　優(1) 都留文科大 13.69 6 7 661 田中　璃湖(3) 未来の森ＡＣ 13.82
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ 山梨 ﾐｽﾞｶﾐ ﾎﾅﾐ 山梨

7 2 811 原田　夏帆(2) 増穂中 13.84 7 2 42 水上　歩奈美(3) 甲府第一高 14.06
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山梨 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

8 1 152 藤本　真優(3) 城南中 14.09 8 637 斉藤　莉奈(2) 都留ＡＣ DNS

3組 風:-3.3
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐﾅ 山梨

1 5 6609 松山　文奈(3) 都留文科大 12.63 Q
ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨

2 6 126 内田　莉奈(2) 巨摩高 13.20 Q
ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨

3 8 154 井上　愛梨(2) 巨摩高 13.32
ﾀｶｽ ﾁｶﾘ 宮崎

4 7 6602 髙須　知香梨(4) 都留文科大 13.47
ｱﾒﾐﾔ ｻｷ 山梨

5 4 398 雨宮　咲希(3) 駿台甲府高 13.48
ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨

6 2 410 中根　舞(2) 駿台甲府高 13.58
ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨

7 3 279 柏木　真央(1) 桂高 13.72
ｱﾒﾐﾔ ﾘﾅ 山梨

8 1 481 雨宮　利奈(2) 塩山中 14.01

凡例  DNS:欠場



一般女子100m

山梨県記録(YR)          11.59     佐野　夢加(都留文科大職員)            2010 4月16日 15:50 決勝

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 12:30 予選

4月16日 14:35 準決勝

決勝 

風:+0.2
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾉ ﾕﾒｶ 山梨

1 4 3324 佐野　夢加 都留文科大職員 11.80
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 山形

2 3 6616 高橋　優香(2) 都留文科大 12.19
ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐﾅ 山梨

3 6 6609 松山　文奈(3) 都留文科大 12.27
ｲｹｳﾁ ｴﾘｶ 兵庫

4 1 6578 池内　英里香(1) 都留文科大 12.57
ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨

5 5 400 小澤　詩織(3) 駿台甲府高 12.59
ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨

6 7 412 寺本　有那(1) 駿台甲府高 12.73
ｲｶﾞﾘ ﾄﾓｶ 山梨

7 2 145 猪狩　朋佳(3) 巨摩高 12.99
ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨

8 8 126 内田　莉奈(2) 巨摩高 13.02

凡例  DNS:欠場



一般女子200m

山梨県記録(YR)          24.31     長倉　由佳(都留文科大職員)            2010

予選 7組0着＋8

1組 風:+0.6 2組 風:+1.8
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｳｴﾀﾞ ﾁｱｷ 山梨 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｶ 群馬

1 5 3581 上田　千曉 ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ 24.93 q 1 6 7069 五十嵐　由香(2) 平成国際大 24.82 q
ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 ﾀｹﾔﾏ ﾕｷｺ 鹿児島

2 6 400 小澤　詩織(3) 駿台甲府高 25.92 q 2 3 6617 竹山　由希子(2) 都留文科大 25.93 q
ｲﾄｳ ﾒｲ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨

3 4 143 伊藤　めい(3) 巨摩高 27.53 3 5 411 北村　春菜(2) 駿台甲府高 27.18
ﾐﾔﾉ ﾕｶﾘ 山梨 ｵｵｲｼ ﾘﾉ 山梨

4 3 142 宮野　友香里(3) 巨摩高 27.97 4 4 808 大石　莉乃(3) 増穂中 27.40
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 山梨

5 1 519 山田　璃奈(2) 笛吹高 28.99 5 7 39 清水　早紀(3) 韮崎高 27.65
ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 山梨 ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

6 2 292 清水　りな(3) 桂高 29.57 6 2 250 伊藤　梨奈(2) 都留高 29.53
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾅ 山梨

7 7 154 小林　加奈(3) 城南中 29.73 7 8 307 宮下　優那(1) 吉田高 33.24
ﾖｺﾓﾘ ﾐｷ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺ 山梨

8 8 914 横森　未季(2) 韮崎東中 30.94 1 271 竹田　翔子(2) 桂高 DNS

3組 風:+0.3 4組 風:+0.7
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨

1 5 412 寺本　有那(1) 駿台甲府高 25.82 q 1 5 154 井上　愛梨(2) 巨摩高 26.98
ﾂｶｺﾞｼ ｱﾔ 山梨 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ 山梨

2 1 403 塚越　彩(3) 駿台甲府高 26.85 q 2 7 811 原田　夏帆(2) 増穂中 28.07
ｶﾈｼﾛ ﾅﾅ 山梨 ﾀﾅｶ ﾅﾐ 山梨

3 6 291 金城　七(3) 桂高 27.70 3 1 417 田中　那実(2) 山梨学院附属 28.21
ｾﾘｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 山梨 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾅ 山梨

4 2 212 芹澤　悠(2) 日川高 28.64 4 3 133 村松　安綺奈(2) 巨摩高 28.77
ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｸﾗｼｹﾞ ｲｽﾞﾐ 山梨

5 4 299 都倉　瑞生(2) 桂高 28.76 5 8 533 藏重　泉美(1) 都留高 29.09
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨 ｵｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨

6 8 470 宮下　ゆい(2) 富士学苑高 28.90 6 2 272 小澤　文彩(2) 桂高 33.02
ｺﾅｶ ﾏﾅｴ 山梨 ｼﾑﾗ ｴﾘ 山梨

7 7 496 湖中　愛永(3) 塩山中 31.42 4 150 志村　江梨(3) 巨摩高 DNS
ｵｷﾞﾉ ｹｲﾄ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨

3 160 荻野　慧人(3) 城南中 DNS 6 151 安田　壮太(2) 城南中 DNS

5組 風:+0.8 6組 風:+0.9
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 宮崎

1 5 127 勝俣　有理(2) 巨摩高 27.07 1 5 6618 西田　彩乃(2) 都留文科大 25.99 q
ｱﾒﾐﾔ ｻｷ 山梨 ｲｶﾞﾘ ﾄﾓｶ 山梨

2 4 398 雨宮　咲希(3) 駿台甲府高 27.32 2 4 145 猪狩　朋佳(3) 巨摩高 27.43
ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽﾞｻ 山梨

3 3 273 蔦木　望都(2) 桂高 29.40 3 1 406 望月　梓(3) 駿台甲府高 27.90
ｺﾔﾏ ｼｵﾘ 山梨 ﾀﾅｶ ﾘｺ 山梨

4 7 296 小山　沙緒理(2) 桂高 29.61 4 2 661 田中　璃湖(3) 未来の森ＡＣ 27.97
ﾔｽﾀﾞ ﾐｻ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾘﾅ 山梨

5 8 492 安田　美佐(2) 塩山中 31.34 5 6 481 雨宮　利奈(2) 塩山中 28.75
ﾊﾀﾞ ﾕｶﾘ 山梨 ｲｼｲ ｴﾐ 山梨

6 2 319 羽田　有佳里(2) 吉田高 31.56 6 3 362 石井　えみ(2) 大月短付高 29.88
ﾐﾔｼﾀ ﾁｱｷ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨

7 1 306 宮下　千秋(1) 吉田高 32.97 7 8 259 井上　和(2) 都留高 30.02
ｲｼﾀﾞ ｱｶﾈ 秋田 ﾋﾊﾗ ｶﾅ 山梨

6 7070 石田　あかね(2) 平成国際大 DNS 8 7 484 日原　佳奈(2) 塩山中 32.76

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 11:15 予選

4月17日 14:05 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子200m

山梨県記録(YR)          24.31     長倉　由佳(都留文科大職員)            2010

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 11:15 予選

4月17日 14:05 決勝

7組 風:+2.1
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾀﾑﾗ ﾁｻﾄ 新潟

1 3 6605 北村　千聖(3) 都留文科大 25.79 q
ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨

2 6 410 中根　舞(2) 駿台甲府高 27.14
ｱﾏﾘ ﾅｷﾞｻ 山梨

3 4 153 甘利　渚(2) 巨摩高 27.41
ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨

4 5 804 深澤　葉月(2) 増穂中 28.76
ｵﾉ ｱｽｶ 山梨

5 7 12 小野　明日香(3) 北杜高 31.34
ｶﾂﾏﾀ ﾅﾅ 山梨

1 402 勝俣　那々(3) 駿台甲府高 DNS
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｵ 山梨

2 534 小柳　里織(1) 都留高 DNS
ｲﾜｼﾀ ﾏｺ 山梨

8 241 岩下　真子(2) 塩山高 DNS

決勝 

風:-3.4
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｴﾀﾞ ﾁｱｷ 山梨

1 6 3581 上田　千曉 ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ 25.36
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｶ 群馬

2 3 7069 五十嵐　由香(2) 平成国際大 25.47
ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨

3 7 400 小澤　詩織(3) 駿台甲府高 25.79
ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨

4 4 412 寺本　有那(1) 駿台甲府高 26.09
ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 宮崎

5 1 6618 西田　彩乃(2) 都留文科大 26.15
ｷﾀﾑﾗ ﾁｻﾄ 新潟

6 5 6605 北村　千聖(3) 都留文科大 26.19
ﾀｹﾔﾏ ﾕｷｺ 鹿児島

7 8 6617 竹山　由希子(2) 都留文科大 26.41
ﾂｶｺﾞｼ ｱﾔ 山梨

8 2 403 塚越　彩(3) 駿台甲府高 27.52

凡例  DNS:欠場



一般女子400m

山梨県記録(YR)          55.07     上田  千暁(都留文科大)                2007

予選 5組1着＋3

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾉｶ 山梨 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 宮崎

1 6 6582 山口　初乃香(1) 都留文科大 58.62 Q 1 6 6618 西田　彩乃(2) 都留文科大 57.65 Q
ｺｳﾉ ｶｽﾞﾐ 山梨 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 山梨

2 5 151 河野　和美(3) 巨摩高 1:02.76 2 3 39 清水　早紀(3) 韮崎高 1:02.42 q
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨

3 3 134 横山　啓(2) 巨摩高 1:05.43 3 2 259 井上　和(2) 都留高 1:06.72
ｵｻﾞﾜ ｲﾁﾎ 山梨 ｱﾏﾉ ｼﾞｭﾘ 山梨

4 2 216 小澤　いち歩(3) 日川高 1:07.22 4 4 466 天野　樹里(3) 富士学苑高 1:10.23
ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 山梨 ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨

5 7 304 白井　典子(1) 吉田高 1:08.45 5 7 260 小俣　友梨恵(2) 都留高 1:10.53
ｱｻｶﾜ ﾐﾅ 山梨 ｼﾑﾗ ｴﾘ 山梨

6 8 1 浅川　美奈(2) 北杜高 1:09.35 5 150 志村　江梨(3) 巨摩高 DNS
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨 ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 山梨

4 485 近藤　祐未(3) 塩山中 DNS 8 151 安田　壮太(2) 城南中 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｷﾀﾑﾗ ﾁｻﾄ 新潟 ﾀｹﾔﾏ ﾕｷｺ 鹿児島

1 5 6605 北村　千聖(3) 都留文科大 57.14 Q 1 3 6617 竹山　由希子(2) 都留文科大 59.30 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 山梨 ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘｺ 山梨

2 4 38 宮沢　泉(3) 韮崎高 1:00.40 q 2 8 660 丸山瑠里子(3) 未来の森ＡＣ 1:03.14
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽﾞｻ 山梨 ﾐﾔﾉ ﾕｶﾘ 山梨

3 6 406 望月　梓(3) 駿台甲府高 1:02.14 q 3 5 142 宮野　友香里(3) 巨摩高 1:04.21
ｳﾁﾔﾏ ｴﾘ 山梨 ｶﾈｼﾛ ﾅﾅ 山梨

4 8 663 内山　絵理(3) 未来の森ＡＣ 1:06.44 4 6 291 金城　七(3) 桂高 1:05.63
ﾐﾔｻｶ ﾘｵ 山梨 ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ 山梨

5 2 4 宮坂　莉緒(2) 北杜高 1:14.46 5 4 470 宮下　ゆい(2) 富士学苑高 1:08.89
ﾂﾀｷ ﾐﾄ 山梨 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾚｲﾅ 山梨

3 273 蔦木　望都(2) 桂高 DNS 6 2 318 桒原　礼奈(2) 吉田高 1:12.56
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 ﾄｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 山梨

7 519 山田　璃奈(2) 笛吹高 DNS 7 7 342 外川　仁美(2) 富士河口湖高 1:14.15

5組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｽﾞｷ ﾁｶ 静岡

1 3 6601 鈴木　千夏(4) 都留文科大 1:00.95 Q
ｵｵｶﾜ ｼｵﾘ 新潟

2 4 6611 大川　栞(2) 都留文科大 1:02.59
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ 山梨

3 5 671 渡辺　眞理子(2) 未来の森ＡＣ 1:03.72
ﾐｽﾞｶﾐ ﾎﾅﾐ 山梨

4 7 42 水上　歩奈美(3) 甲府第一高 1:05.53
ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨

5 2 250 伊藤　梨奈(2) 都留高 1:07.88
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 山梨

6 8 40 仲澤　南(3) 韮崎高 1:08.10
ｵｷﾀ ﾏﾘｺ 北海道

6 6579 沖田　真理子(1) 都留文科大 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 10:30 予選

4月16日 15:35 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子400m

山梨県記録(YR)          55.07     上田  千暁(都留文科大)                2007

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 10:30 予選

4月16日 15:35 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀﾑﾗ ﾁｻﾄ 新潟
1 4 6605 北村　千聖(3) 都留文科大 56.63

ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 宮崎
2 3 6618 西田　彩乃(2) 都留文科大 57.01

ﾀｹﾔﾏ ﾕｷｺ 鹿児島
3 5 6617 竹山　由希子(2) 都留文科大 57.59

ｽｽﾞｷ ﾁｶ 静岡
4 7 6601 鈴木　千夏(4) 都留文科大 58.74

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾉｶ 山梨
5 6 6582 山口　初乃香(1) 都留文科大 59.04

ﾐﾔｻﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 山梨
6 8 38 宮沢　泉(3) 韮崎高 59.99

ｼﾐｽﾞ ｻｷ 山梨
7 1 39 清水　早紀(3) 韮崎高 1:01.78

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽﾞｻ 山梨
8 2 406 望月　梓(3) 駿台甲府高 1:02.06

凡例  DNS:欠場



一般女子800m

山梨県記録(YR)          2:11.59   有泉  千佳(韮崎高)                    2007

予選 5組1着＋3

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵｷﾀ ﾏﾘｺ 北海道 ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘｺ 山梨

1 5 6579 沖田　真理子(1) 都留文科大 2:25.20 Q 1 4 660 丸山瑠里子(3) 未来の森ＡＣ 2:27.97 Q
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾅ 山梨 ｳﾁﾔﾏ ｴﾘ 山梨

2 4 18 榊原　菜々(2) 韮崎高 2:33.34 2 2 663 内山　絵理(3) 未来の森ＡＣ 2:29.28
ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘﾝ 山梨

3 6 161 林　　　輝(2) 城南中 2:33.77 3 3 257 山﨑　茉林(3) 都留高 2:38.48
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 山梨 ﾎﾉﾍﾞ ﾏﾐ 山梨

4 7 5 清水　望(2) 北杜高 2:42.64 4 6 26 保延　真実(1) 韮崎高 2:41.04
ｵｵﾓﾘ ﾐｻｷ 山梨 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨

5 8 301 大森　美咲(1) 吉田高 2:49.54 5 7 6 宮澤　美咲(2) 北杜高 2:47.06
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶｺ 山梨 ﾀﾃﾉ ｻﾕﾘ 山梨

6 2 321 渡邉　稚佳子(1) 吉田高 2:57.88 6 8 457 舘野　冴梨(2) 日大明誠高 2:57.55
ﾔﾏｻﾞｷ ﾜｶﾅ 北海道 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 山梨

3 6620 山崎　稚奈(2) 都留文科大 DNS 5 163 髙橋　将平(3) 城南中 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ 山梨 ﾎｿﾀﾞ ﾕﾘｴ 岩手

1 6 671 渡辺　眞理子(2) 未来の森ＡＣ 2:25.37 Q 1 4 6581 細田　友里恵(1) 都留文科大 2:21.03 Q
ﾄｳｺﾞｳ ｻｸﾗ 山梨 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｶ 愛知

2 5 256 東郷　さくら(3) 都留高 2:26.01 q 2 5 6603 樋口　光華(4) 都留文科大 2:21.29 q
ｲｼｲ ﾁｶ 山梨 ﾊﾔｼ ｱﾕ 山梨

3 4 16 石井　知佳(2) 韮崎高 2:31.64 3 3 155 林　　安優(3) 城南中 2:28.02 q
ｱﾏﾉ ｼﾞｭﾘ 山梨 ｵｸﾜｷ ﾘｺ 山梨

4 8 466 天野　樹里(3) 富士学苑高 2:42.94 4 6 295 奥脇　莉子(2) 桂高 2:38.83
ﾌﾙﾔ ｴﾐﾘ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ｱﾔ 山梨

5 3 491 古屋　笑理(2) 塩山中 2:46.17 5 8 111 雨宮　弥沙(1) 山梨農林高 2:39.41
ﾌｸﾀﾞ ﾘｴ 山梨 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 山梨

6 7 3 福田　理恵(2) 北杜高 2:48.69 6 1 2 三浦　遥(2) 北杜高 2:43.86
ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾘｻ 山梨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ 山梨

7 2 305 杉本　亜季砂(1) 吉田高 2:53.44 7 7 806 渡邊　真子(2) 増穂中 2:46.63
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘ 山梨 ｳﾁﾉ ｶﾅ 山梨

1 535 山口　真利(1) 都留高 DNS 2 281 内野　加那(1) 桂高 DNS

5組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｽﾞｷ ﾁｶ 静岡

1 4 6601 鈴木　千夏(4) 都留文科大 2:34.15 Q
ｵｵﾀｹ ｱﾘｻ 山梨

2 6 162 大瀧　有沙(2) 城南中 2:36.87
ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山梨

3 7 128 齊藤　瑞季(2) 巨摩高 2:37.09
ﾀｷｼﾏ ｱｶﾈ 山梨

4 1 217 滝嶌　あかね(3) 日川高 2:37.41
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 山梨

5 2 40 仲澤　南(3) 韮崎高 2:46.64
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 山梨

6 8 1236 小林　結(2) 大月東中 2:59.27
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｲ 山梨

7 5 499 平山　唯(3) 塩山中 3:00.29
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 山梨

3 164 小林　大輝(3) 城南中 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 10:10 予選

4月17日 14:25 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子800m

山梨県記録(YR)          2:11.59   有泉  千佳(韮崎高)                    2007

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 10:10 予選

4月17日 14:25 決勝

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｷﾀ ﾏﾘｺ 北海道
1 3 6579 沖田　真理子(1) 都留文科大 2:16.18

ﾎｿﾀﾞ ﾕﾘｴ 岩手
2 5 6581 細田　友里恵(1) 都留文科大 2:18.67

ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｶ 愛知
3 8 6603 樋口　光華(4) 都留文科大 2:20.23

ｽｽﾞｷ ﾁｶ 静岡
4 7 6601 鈴木　千夏(4) 都留文科大 2:25.03

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ 山梨
5 6 671 渡辺　眞理子(2) 未来の森ＡＣ 2:25.71

ﾏﾙﾔﾏ ﾙﾘｺ 山梨
6 4 660 丸山瑠里子(3) 未来の森ＡＣ 2:25.95

ﾄｳｺﾞｳ ｻｸﾗ 山梨
7 2 256 東郷　さくら(3) 都留高 2:27.36

ﾊﾔｼ ｱﾕ 山梨
1 155 林　　安優(3) 城南中 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選1組

予選2組

予選3組

予選4組

予選5組

決勝1組

凡例  DNS:欠場



一般女子1500m

山梨県記録(YR)          4:20.28   飯野　摩耶(韮崎高)                    2005

予選 3組4着＋3

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 山梨 ｶｻｲ ﾐﾎ 山梨

1 2 32 鈴木　佑佳(3) 韮崎高 5:12.39 Q 1 15 17 河西　美穂(2) 韮崎高 5:05.16 Q
ﾅｲﾄｳ ﾅﾂｷ 山梨 ﾔﾏｳﾗ ﾕｶ 長野

2 12 21 内藤　夏希(2) 韮崎高 5:23.84 Q 2 10 6619 山浦　友華(2) 都留文科大 5:05.20 Q
ｼﾐｽﾞ ﾕﾐｺ 山梨 ｲｼｲ ﾁｶ 山梨

3 5 35 清水　由美子(3) 韮崎高 5:24.01 Q 3 21 16 石井　知佳(2) 韮崎高 5:05.21 Q
ﾊﾔｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾅﾂﾉ 山梨

4 8 36 早川　のぞみ(3) 韮崎高 5:29.37 Q 4 3 20 古屋　夏乃(2) 韮崎高 5:05.26 Q
ﾌﾙﾔ ｱｽｶ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｻｸﾗ 山梨

5 9 469 古屋　明日香(3) 富士学苑高 5:34.41 5 18 33 中島　さくら(3) 韮崎高 5:05.44 q
ﾅｶｶﾞﾒ ﾐｷ 山梨 ﾀﾃﾓﾄ ﾕｳ 山梨

6 7 130 仲亀　未季(2) 巨摩高 5:43.71 6 4 6607 竪本　優(3) 都留文科大 5:08.63 q
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 山梨 ﾖｺｳﾁ ﾘｻ 山梨

7 22 2 三浦　遥(2) 北杜高 5:52.02 7 17 116 横内　里紗(3) 山梨農林高 5:15.71 q
ｵｵﾉ ﾐｸ 山梨 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾅ 山梨

8 14 456 大野 未来(2) 日大明誠高 6:03.80 8 1 18 榊原　菜々(2) 韮崎高 5:18.58
ﾂﾁﾊｼ ﾕｲ 山梨 ｵｸﾜｷ ﾘｺ 山梨

9 13 518 土橋　結以(2) 笛吹高 6:04.29 9 11 295 奥脇　莉子(2) 桂高 5:23.64
ｼﾝﾄﾞｳ ﾘﾏ 山梨 ﾃﾝｼﾞﾝ ﾙﾅ 山梨

10 3 905 新藤　理真(2) 韮崎東中 6:06.90 10 22 119 天神　留菜(1) 山梨農林高 5:24.99
ﾊﾀﾞ ﾕﾐｶ 山梨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘﾝ 山梨

11 19 326 羽田　優美花(3) 富士河口湖高 6:17.92 11 2 257 山﨑　茉林(3) 都留高 5:30.05
ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾂﾐ 山梨 ﾌﾙﾔ ｴﾐﾘ 山梨

12 17 910 近藤　なつ実(2) 韮崎東中 6:30.88 12 7 491 古屋　笑理(2) 塩山中 5:34.03
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｶ 山梨 ﾎﾄﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 山梨

13 11 188 望月　晴香(2) 身延高 6:34.21 13 16 293 程原　有紀(3) 桂高 5:34.41
ｱｵｷ ﾏｻｴ 山梨 ﾓﾘ ｱﾕﾐ 山梨

14 20 902 青木　真佐恵(2) 韮崎東中 7:53.10 14 12 300 森　歩(2) 桂高 5:38.75
ｾｷﾄﾞ ﾘﾎ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 山梨

1 266 関戸理帆(3) 上野原高 DNS 15 19 5 清水　望(2) 北杜高 5:38.91
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山梨 ﾀﾃﾉ ｻﾕﾘ 山梨

4 572 渡辺　俊平(2) 大月AC DNS 16 9 457 舘野　冴梨(2) 日大明誠高 5:57.58
ﾔﾏﾈ ﾅﾎ 山口 ﾀｶﾊｼ ｻｷ 山梨

6 6621 山根　菜穂(2) 都留文科大 DNS 17 6 901 高橋　早紀(3) 韮崎東中 6:13.03
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 山梨 ﾅｶﾉ ｶｴﾃﾞ 山梨

10 164 小林　大輝(3) 城南中 DNS 18 23 265 中野　楓(3) 上野原高 6:27.94
ﾌﾙﾔ ﾂｷｶ 山梨 ｺﾐﾔﾏ ﾚｲﾅ 山梨

15 22 古屋　月花(2) 韮崎高 DNS 19 5 903 小宮山　玲那(2) 韮崎東中 6:41.24
ｻｸﾗﾀﾞ ﾙﾐ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾕﾐ 山梨

16 114 櫻田　留美(3) 山梨農林高 DNS 20 20 190 山田　冬美(1) 身延高 6:49.73
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶ 山梨

18 61 山田　千嘉(2) 甲府西高 DNS 8 61 山田　千嘉(2) 甲府西高 DNS
ﾂﾁﾊｼ ﾕｲ 山梨 ｷﾇｶﾞﾜ ﾕｶ 山梨

21 518 土橋　結以(2) 笛吹高 DNS 13 298 衣川　柚花(2) 桂高 DNS
ﾓﾘ ｺﾅﾂ 山梨

14 6610 森　小夏(3) 都留文科大 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 09:30 予選

4月16日 15:15 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子1500m

山梨県記録(YR)          4:20.28   飯野　摩耶(韮崎高)                    2005

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 09:30 予選

4月16日 15:15 決勝

3組 決勝 
カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｵﾀｷﾞﾘ ﾐｲｺ 山梨 カナ名 所属地

1 21 24 小田切　未惟子(2) 韮崎高 5:08.30 Q 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜｶﾂｷ ﾋﾄﾐ 山梨 ｵﾀｷﾞﾘ ﾐｲｺ 山梨

2 15 23 若月　瞳(2) 韮崎高 5:15.25 Q 1 2 24 小田切　未惟子(2) 韮崎高 4:46.77
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨 ﾌﾙﾔ ﾅﾂﾉ 山梨

3 13 274 増田　優季(2) 桂高 5:20.57 Q 2 11 20 古屋　夏乃(2) 韮崎高 4:46.80
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 山梨 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 山梨

4 11 27 山田　侑佳(1) 韮崎高 5:22.06 Q 3 12 32 鈴木　佑佳(3) 韮崎高 4:51.56
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 山梨 ｲｼｲ ﾁｶ 山梨

5 12 141 堀口　恵(3) 巨摩高 5:26.14 4 4 16 石井　知佳(2) 韮崎高 4:54.30
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｷ 山梨 ﾜｶﾂｷ ﾋﾄﾐ 山梨

6 10 153 望月　　槙(3) 城南中 5:27.47 5 6 23 若月　瞳(2) 韮崎高 4:55.11
ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｶｻｲ ﾐﾎ 山梨

7 20 128 齊藤　瑞季(2) 巨摩高 5:31.03 6 9 17 河西　美穂(2) 韮崎高 4:57.57
ｺﾞﾄｳ ﾏﾅﾐ 山梨 ﾔﾏｳﾗ ﾕｶ 長野

8 19 220 後藤　真茄未(2) 日川高 5:34.07 7 7 6619 山浦　友華(2) 都留文科大 5:02.27
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｻｷ 山梨 ﾅｲﾄｳ ﾅﾂｷ 山梨

9 3 6 宮澤　美咲(2) 北杜高 5:34.24 8 1 21 内藤　夏希(2) 韮崎高 5:08.24
ﾀｷｼﾏ ｱｶﾈ 山梨 ﾀﾃﾓﾄ ﾕｳ 山梨

10 16 217 滝嶌　あかね(3) 日川高 5:36.56 9 13 6607 竪本　優(3) 都留文科大 5:09.90
ｵｵﾀｶ ﾘｻ 山梨 ｼﾐｽﾞ ﾕﾐｺ 山梨

11 22 215 大鷹　里沙(3) 日川高 5:40.34 10 14 35 清水　由美子(3) 韮崎高 5:10.82
ﾆｯﾀ ﾕﾘｺ 山梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｻｸﾗ 山梨

12 17 289 新田由里子(3) 桂高 5:40.80 11 8 33 中島　さくら(3) 韮崎高 5:13.23
ﾌｸﾀﾞ ﾘｴ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 山梨

13 7 3 福田　理恵(2) 北杜高 5:42.19 12 15 27 山田　侑佳(1) 韮崎高 5:16.00
ｱﾏﾉ ｶｴﾃﾞ 山梨 ﾖｺｳﾁ ﾘｻ 山梨

14 9 1252 天野　楓(3) 大月東中 5:44.16 13 3 116 横内　里紗(3) 山梨農林高 5:16.30
ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 山梨 ﾊﾔｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 山梨

15 14 904 新藤　理紗(2) 韮崎東中 5:52.36 14 5 36 早川　のぞみ(3) 韮崎高 5:32.88
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾅ 山梨 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨

16 4 197 望月　未菜(3) 身延高 6:06.02 10 274 増田　優季(2) 桂高 DNS
ﾊﾅﾜ ｷﾐｶ 山梨

17 8 915 花輪　季美佳(2) 韮崎東中 7:30.27
ｼﾝﾄﾞｳ ﾏﾎ 山梨

18 18 914 新藤　真帆(3) 韮崎東中 8:00.15
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 山梨

1 163 髙橋　将平(3) 城南中 DNS
ﾅﾄﾘ ﾘﾅ 山梨

2 30 名取　里奈(3) 韮崎高 DNS
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｷﾞｻ 山梨

5 187 望月　渚(2) 身延高 DNS
ﾊﾝﾀﾞ ｴﾐｶ 山梨

6 25 半田　笑花(1) 韮崎高 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

予選1組

予選2組

予選3組

決勝1組

凡例  DNS:欠場



一般女子3000m

山梨県記録(YR)          9:14.91   飯野　摩耶(韮崎高)                    2005

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾀｷﾞﾘ ﾐｲｺ 山梨
1 7 24 小田切　未惟子(2) 韮崎高 10:10.72

ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 山梨
2 14 32 鈴木　佑佳(3) 韮崎高 10:11.19

ﾌﾙﾔ ﾅﾂﾉ 山梨
3 11 20 古屋　夏乃(2) 韮崎高 10:13.76

ﾜｶﾂｷ ﾋﾄﾐ 山梨
4 5 23 若月　瞳(2) 韮崎高 10:24.41

ｶｻｲ ﾐﾎ 山梨
5 2 17 河西　美穂(2) 韮崎高 10:31.81

ﾅｲﾄｳ ﾅﾂｷ 山梨
6 15 21 内藤　夏希(2) 韮崎高 10:43.89

ﾅｶｼﾞﾏ ｻｸﾗ 山梨
7 1 33 中島　さくら(3) 韮崎高 10:52.48

ｼﾐｽﾞ ﾕﾐｺ 山梨
8 9 35 清水　由美子(3) 韮崎高 11:01.59

ﾖｺｳﾁ ﾘｻ 山梨
9 4 116 横内　里紗(3) 山梨農林高 11:14.96

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 山梨
10 12 141 堀口　恵(3) 巨摩高 11:22.35

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 山梨
11 13 274 増田　優季(2) 桂高 11:22.38

ﾊﾔｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 山梨
12 8 36 早川　のぞみ(3) 韮崎高 11:39.38

ﾌﾙﾔ ｱｽｶ 山梨
13 3 469 古屋　明日香(3) 富士学苑高 11:43.01

ﾅｶｶﾞﾒ ﾐｷ 山梨
14 10 130 仲亀　未季(2) 巨摩高 12:14.47

ﾊﾀﾞ ﾕﾐｶ 山梨
15 16 326 羽田　優美花(3) 富士河口湖高 13:13.30

ﾌﾙﾔ ﾂｷｶ 山梨
6 22 古屋　月花(2) 韮崎高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 12:30 決勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決勝1組

凡例  DNS:欠場



一般女子100mH

山梨県記録(YR)          14.18     小林　悠香(都留文科大)                2010

ﾀｲﾑﾚｰｽ 5組

1組 風:-5.8 2組 風:-7.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨

1 4 41 神宮寺　彩花(3) 甲府第一高 17.72 1 6 411 北村　春菜(2) 駿台甲府高 18.15
ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 山梨 ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾅ 山梨

2 6 292 清水　りな(3) 桂高 18.56 2 5 83 大村　優奈(2) 甲府東高 19.48
ｲｼﾊﾗ ﾕｲ 山梨 ｼﾗｲ ﾉﾘｺ 山梨

3 2 82 石原　唯(2) 甲府東高 19.33 3 2 304 白井　典子(1) 吉田高 19.57
ｵｻﾞﾜ ｱﾔ 山梨 ｺﾀﾝ ｻｸﾗｺ 山梨

4 3 272 小澤　文彩(2) 桂高 20.71 4 3 481 小丹　桜子(2) 韮崎高 20.44
ｶｻｲ ｶﾅ 山梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 山梨

5 59 笠井　香那(3) 甲府西高 DNS 5 7 532 山口　ほのか(2) 都留高 21.38
ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺ 山梨

7 66 小保内　真知(2) 甲府南高 DNS 4 271 竹田　翔子(2) 桂高 DNS
ｵｵﾑﾗ ﾕｶ 山梨

8 62 大村　優果(2) 甲府西高 DNS

3組 風:-5.1 4組 風:-8.3
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｲｽﾞﾐ ﾏｲ 山梨 ｳｴﾀﾞ ﾁｱｷ 山梨

1 7 73 小泉　舞(3) 甲府南高 17.69 1 3 3581 上田　千曉 ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉ 15.65
ｻﾄｳ ﾕｶ 山梨 ｳｴﾀﾞ ﾖｼｴ 群馬

2 5 186 佐藤　百華(2) 身延高 18.07 2 4 7071 上田　淑恵(2) 平成国際大 17.31
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 山梨 ﾀﾅｶ ﾕｲ 山梨

3 4 240 中島　めぐみ(3) 塩山高 19.72 3 2 129 田中　結(2) 巨摩高 18.43
ｶｼﾞﾊﾗ ﾐﾖｺ 山梨 ｳｴﾀﾞ ﾁﾕｷ 山梨

4 2 338 梶原　実代子(2) 富士河口湖高 21.59 4 7 148 上田　千幸(3) 巨摩高 19.31
ｵﾋﾞ ﾕｶ 山梨 ｸﾛﾔ ﾒｸﾞﾐ 山梨

3 401 小尾　友香(3) 駿台甲府高 DNS 5 5 7382 黒谷　めぐみ(2) 山梨大 23.59
ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 山梨 ﾀﾏｻﾞﾜ ｼﾎ 山梨

6 919 山田　ひかる(2) 韮崎東中 DNS 6 144 玉澤　志帆(3) 巨摩高 DNS
ﾏｽﾓﾘ ﾁｻｷ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ﾅﾅ 山梨

8 918 舛森　智咲(2) 韮崎東中 DNS 8 402 勝俣　那々(3) 駿台甲府高 DNS

5組 風:-7.1
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐｽﾞﾑﾗ ｱｽｶ 埼玉

1 3 6203 水村　明日香(3) 平成国際大 14.71
ｶﾜｻｷ ｱｵｲ 宮崎

2 6 6613 川崎　葵(2) 都留文科大 14.90
ﾐﾔﾁ ﾕｳｶ 東京

3 5 6204 宮地　佑香(3) 平成国際大 15.52
ﾂｶｺﾞｼ ｱﾔ 山梨

4 2 403 塚越　彩(3) 駿台甲府高 16.02
ｻﾄｳ ﾘｻ 東京

5 7 7073 佐藤　里紗(2) 平成国際大 16.73
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 山梨

6 8 6600 小林　悠香(4) 都留文科大 17.14
ﾉｻｶ ﾕｳ 岡山

7 4 6580 野坂　優(1) 都留文科大 17.32

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 13:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

凡例  DNS:欠場



一般女子100mYH

山梨県記録(YR)                                                          

決勝 

風:-5.4
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾂﾏﾀ ﾐｸ 山梨

1 5 562 勝俣　美空(3) 大月AC 17.87
ｶﾜﾉ ｽﾐﾚ 山梨

2 6 812 河野　すみれ(2) 増穂中 20.59
ｻﾄｳ ﾁﾎ 山梨

3 4 807 佐藤　千穗(2) 増穂中 20.80

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月16日 13:20 決勝

凡例 



一般女子5000mW

山梨県記録(YR)          21:32.05  三森　由佳(総合警備保障)              1995

決勝 

カナ名 所属地
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾃﾓﾄ ﾕｳ 山梨
1 2 6607 竪本　優(3) 都留文科大 25:54.99

ﾆｯﾀ ﾕﾘｺ 山梨
2 1 289 新田由里子(3) 桂高 27:23.95

ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ 山梨
3 6 7383 川村　美紗季(2) 山梨大 28:59.88

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｷﾞｻ 山梨
4 5 187 望月　渚(2) 身延高 31:56.73

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｶ 山梨
5 8 188 望月　晴香(2) 身延高 32:31.96

ﾓﾘ ｱﾕﾐ 山梨
6 7 300 森　歩(2) 桂高 32:43.81

ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾕﾐ 山梨
7 3 190 山田　冬美(1) 身延高 43:04.65

ｼｵﾂ ｱﾕﾐ 山梨
4 196 塩津　歩(3) 身延高 DNS

審 判 長：半田　昌一

記録主任：小林　直樹

4月17日 14:45 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決勝1組

凡例  DNS:欠場



一般女子4X100mR

山梨県記録(YR)          46.87     松野佐野上田勝俣(山梨選抜)            2009

予選 3組1着＋5

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 巨摩高・山梨 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 塩山中・山梨

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 50.27 q 記録 51.95 記録 55.02

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

ｲｶﾞﾘ ﾄﾓｶ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 ﾐｶﾐ ﾘﾅ 山梨
1 145 猪狩　朋佳 巨摩高 1 411 北村　春菜 駿台甲府高Ｂ 1 495 三神　里菜 塩山中

ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽﾞｻ 山梨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨
2 154 井上　愛梨 巨摩高 2 406 望月　梓 駿台甲府高Ｂ 2 485 近藤　祐未 塩山中

ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨 ｵｶﾉ ﾊﾂﾞｷ 山梨 ｵｶ ﾜｶﾊﾞ 山梨
3 127 勝俣　有理 巨摩高 3 399 岡野　葉月(3) 駿台甲府高 3 489 岡　わかば 塩山中

ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨 ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨 ｱﾒﾐﾔ ﾘﾅ 山梨
4 126 内田　莉奈 巨摩高 4 410 中根　舞 駿台甲府高Ｂ 4 481 雨宮　利奈 塩山中

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 甲府南高・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 55.19 記録

カナ名 所属地 カナ名 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 ﾕｶ 山梨 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨
1 186 佐藤　百華 身延高 1 69 竹田　有里 甲府南高

ﾅｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 山梨 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｲ 山梨
2 198 内藤　めぐみ 身延高 2 73 小泉　舞 甲府南高

ｲﾜｵ ﾚﾅ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 山梨
3 195 岩尾　玲奈 身延高 3 68 小林　真里奈 甲府南高

ｲﾄｳ ｱｲ 山梨 ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨
4 199 伊藤　愛 身延高 4 66 小保内　真知 甲府南高

2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 甲府第一高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎高・山梨

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 2 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 52.08 q 記録 54.07 q 記録 54.66

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

ｶﾈｼﾛ ﾅﾅ 山梨 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 ｼﾐｽﾞ　ｻｷ 山梨
1 291 金城　七 桂高 1 41 神宮寺　彩花 甲府第一高 1 39 清水　早紀 韮崎高

ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 ﾎｻｶ ｶﾚﾝ 山梨 ﾐﾔｻﾞﾜ　ｲｽﾞﾐ 山梨
2 278 大神田南美 桂高 2 43 保坂　花蓮 甲府第一高 2 38 宮沢　泉　 韮崎高

ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨 ﾐｽﾞｶﾐ ﾎﾅﾐ 山梨 ｺﾀﾝ　ｻｸﾗｺ 山梨
3 279 柏木　真央 桂高 3 42 水上　歩奈美 甲府第一高 3 481 小丹　桜子 韮崎高

ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 ｶｶﾞﾐ ﾗﾝ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾐﾅﾐ 山梨
4 299 都倉　瑞生 桂高 4 44 加賀美　蘭 甲府第一高 4 40 仲澤　南 韮崎高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎東中B・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 吉田高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 平成国際大・沖縄

4 5 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 56.35 記録 57.55 記録

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

ﾊﾗ　ｱｻﾐ 山梨 ﾊﾀﾞ ﾕｶﾘ 山梨
1 901 原　愛咲美 韮崎東中B 1 319 羽田　有佳里 吉田高

ｱﾘｲ　ｴﾐ 山梨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾎ 山梨 1
2 911 有井　瑛美 韮崎東中A 2 302 小林　礼歩 吉田高

ﾊﾔｶﾜ　ﾘﾎ 山梨 ｼﾗｲ ｶﾎ 山梨 2
3 916 早川　里穂 韮崎東中A 3 303 白井　香穂 吉田高

ﾏﾙﾔﾏ　ﾅﾂﾐ 山梨 ｸﾜﾊﾞ ﾗﾚｲﾅ 山梨 3
4 912 丸山　菜摘 韮崎東中A 4 318 桒原　礼奈 吉田高

4

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

4月17日 09:30 予選
4月17日 15:35 決勝

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



一般女子4X100mR

山梨県記録(YR)          46.87     松野佐野上田勝俣(山梨選抜)            2009

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

4月17日 09:30 予選
4月17日 15:35 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留文科大・静岡 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 日川高・山梨

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 2 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 48.53 q 記録 49.33 q 記録 53.89

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

ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 宮崎 ｱﾒﾐﾔ ｻｷ 山梨 ｾﾘｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 山梨
1 6618 西田　彩乃 都留文科大 1 398 雨宮　咲希 駿台甲府高Ａ 1 212 芹澤　悠 日川高

ｷﾀﾑﾗ ﾁｻﾄ 新潟 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 ｳｴﾏﾂ ﾗﾝ 山梨
2 6605 北村　千聖 都留文科大 2 412 寺本　有那 駿台甲府高Ａ 2 221 植松　蘭 日川高

ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐﾅ 山梨 ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾋﾛ 山梨
3 6609 松山　文奈 都留文科大 3 400 小澤　詩織 駿台甲府高Ａ 3 219 平山　ちひろ 日川高

ｶﾜｻｷ　ｱｵｲ 宮崎 ﾂｶｺﾞｼ ｱﾔ 山梨 ｵｻﾞﾜ ｲﾁﾎ 山梨
4 6613 川崎　葵 都留文科大 4 403 塚越　彩 駿台甲府高Ａ 4 216 小澤　いち歩 日川高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 城南中・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎東中C・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留高・山梨

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 6 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ DSQ,*R3
記録 55.11 記録 57.59 記録

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

ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 山梨 ﾏｴﾀﾞ ｻﾁ 山梨 ｲﾄｳ ﾘﾅ 山梨
1 157 中澤　美結 城南中 1 917 前田　幸(2) 韮崎東中 1 250 伊藤　梨奈 都留高

ﾊﾔｼ ｱﾕ 山梨 ﾔﾏﾀﾞ　ﾋｶﾙ 山梨 ｲﾉｳｴ ﾉﾄﾞｶ 山梨
2 155 林　　安優 城南中 2 919 山田　ひかる 韮崎東中B 2 259 井上　和 都留高

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 山梨 ﾖｺﾓﾘ ﾐｷ 山梨 ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨
3 154 小林　加奈 城南中 3 914 横森　未季(2) 韮崎東中 3 260 小俣　友梨恵 都留高

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山梨 ｱｲﾔﾏ　ﾙﾘ 山梨 ﾓﾘﾔ ﾘｶ 山梨
4 152 藤本　真優 城南中 4 906 相山　瑠里 韮崎東中 4 258 森屋　梨香 都留高

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



一般女子4X100mR

山梨県記録(YR)          46.87     松野佐野上田勝俣(山梨選抜)            2009

審 判 長：半田　昌一
記録主任：小林　直樹

4月17日 09:30 予選
4月17日 15:35 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 都留文科大・静岡 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 巨摩高・山梨

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 47.51 記録 48.96 記録 49.62

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

ｲｹｳﾁ ｴﾘｶ 兵庫 ｱﾒﾐﾔ ｻｷ 山梨 ｲｶﾞﾘ ﾄﾓｶ 山梨
1 6578 池内　英里香(1) 都留文科大 1 398 雨宮　咲希 駿台甲府高Ａ 1 145 猪狩　朋佳 巨摩高

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 山形 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳﾅ 山梨 ｲﾉｳｴ ｴﾘ 山梨
2 6616 高橋　優香 都留文科大 2 412 寺本　有那 駿台甲府高Ａ 2 154 井上　愛梨 巨摩高

ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐﾅ 山梨 ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ 山梨 ｶﾂﾏﾀ ﾕﾘ 山梨
3 6609 松山　文奈 都留文科大 3 400 小澤　詩織 駿台甲府高Ａ 3 127 勝俣　有理 巨摩高

ｶﾜｻｷ　ｱｵｲ 宮崎 ﾂｶｺﾞｼ ｱﾔ 山梨 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾅ 山梨
4 6613 川崎　葵 都留文科大 4 403 塚越　彩 駿台甲府高Ａ 4 126 内田　莉奈 巨摩高

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 駿台甲府高Ｂ・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日川高・山梨

4 4 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 50.76 記録 51.38 記録 53.89

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

ｶﾈｼﾛ ﾅﾅ 山梨 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 山梨 ｾﾘｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 山梨
1 291 金城　七 桂高 1 411 北村　春菜 駿台甲府高Ｂ 1 212 芹澤　悠 日川高

ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 山梨 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽﾞｻ 山梨 ｳｴﾏﾂ ﾗﾝ 山梨
2 278 大神田南美 桂高 2 406 望月　梓 駿台甲府高Ｂ 2 221 植松　蘭 日川高

ｶｼﾜｷﾞ ﾏｵ 山梨 ｵｶﾉ ﾊﾂﾞｷ 山梨 ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾋﾛ 山梨
3 279 柏木　真央 桂高 3 399 岡野　葉月(3) 駿台甲府高 3 219 平山　ちひろ 日川高

ﾄｸﾗ ﾐｽﾞｷ 山梨 ﾅｶﾈ ﾏｲ 山梨 ｵｻﾞﾜ ｲﾁﾎ 山梨
4 299 都倉　瑞生 桂高 4 410 中根　舞 駿台甲府高Ｂ 4 216 小澤　いち歩 日川高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 甲府第一高・山梨 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 韮崎高・山梨

7 1 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 54.46 記録 54.75

カナ名 所属地 カナ名 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

ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｱﾔｶ 山梨 ｼﾐｽﾞ　ｻｷ 山梨
1 41 神宮寺　彩花 甲府第一高 1 39 清水　早紀 韮崎高

ﾎｻｶ ｶﾚﾝ 山梨 ﾐﾔｻﾞﾜ　ｲｽﾞﾐ 山梨
2 43 保坂　花蓮 甲府第一高 2 38 宮沢　泉　 韮崎高

ﾐｽﾞｶﾐ ﾎﾅﾐ 山梨 ｺﾀﾝ　ｻｸﾗｺ 山梨
3 42 水上　歩奈美 甲府第一高 3 481 小丹　桜子 韮崎高

ｶｶﾞﾐ ﾗﾝ 山梨 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾐﾅﾐ 山梨
4 44 加賀美　蘭 甲府第一高 4 40 仲澤　南 韮崎高

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 *R3:オーバーゾーン ３→４



一般女子走高跳

山梨県記録(YR)          1m70      原田　真妃(東女体大)                  1983
山梨県記録(YR)          1m70      橋本　寿子(甲府一高教)                1985

決勝 

カナ名 所属地 記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属
ﾀﾅｶ ﾕｲ 山梨 － － － ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

1 8 129 田中　結(2) 巨摩高 1m58
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶｺ 山梨 － － － ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

2 21 337 小林　未加子(2) 富士河口湖高 1m55
ｲﾘｸﾗ ｹｲｺ 山梨 ○ ○ ○ × × ○ ○ × × ×

3 5 155 入倉　景子(2) 巨摩高 1m45
ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 山梨 ○ ○ ○ ○ × ○ × × ×

4 23 1250 鈴木　葉子(3) 大月東中 1m45
ｺｳﾉ ｶｽﾞﾐ 山梨 － ○ ○ × ○ × × ○ × × ×

5 16 151 河野　和美(3) 巨摩高 1m45
ﾀﾅｶ ｻﾁ 山梨 ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 10 409 田中　沙知(2) 駿台甲府高 1m40
ｶﾓｲ ﾐｻｺ 山梨 × ○ ○ ○ × ○ × × ×

7 20 123 鴨井　美紗子(2) 山梨農林高 1m40
ﾀﾅｶ ﾒﾙﾓ 山梨 ○ ○ ○ × × ○ × × ×

8 14 1241 田中　女瑠萌(2) 大月東中 1m40
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

9 1 485 近藤　祐未(3) 塩山中 1m35
ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾋﾛ 山梨 ○ ○ ○ × × ×

9 7 219 平山　ちひろ(3) 日川高 1m35
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 山梨 － × ○ ○ × × ×

11 6 68 小林　真里奈(2) 甲府南高 1m35
ｵﾏﾀ ﾕﾘｴ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

12 11 260 小俣　友梨恵(2) 都留高 1m35
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 山梨 ○ ○ × ○ × × ×

12 12 419 山田　美樹(1) 山梨学院附属 1m35
ﾌｶｻﾜ ｻﾔ 山梨 ○ × ○ × ○ × × ×

14 2 160 深沢　紗耶(3) 白根高 1m35
ｷﾇｶﾞﾜ ﾕｶ 山梨 ○ ○ × × ○ × × ×

15 22 298 衣川　柚花(2) 桂高 1m35
ｵﾉ ｱｽｶ 山梨 ○ ○ × × ×

16 9 12 小野　明日香(3) 北杜高 1m30
ﾎﾄﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 山梨 ○ × ○ × × ×

17 19 293 程原　有紀(3) 桂高 1m30
ｼﾗｲ ｶﾎ 山梨 ○ × × ○ × × ×

18 4 303 白井　香穂(1) 吉田高 1m30
ｲﾄｳ ｱｲ 山梨 ○ × × ○ × × ×

18 13 199 伊藤　愛(3) 身延高 1m30
ﾅｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 山梨 ○ × × ×

20 3 198 内藤　めぐみ(3) 身延高 1m25
ﾌｸｼﾏ ﾏｲ 山梨 ○ × × ×

20 15 1245 福嶋　舞(2) 大月東中 1m25
ｱｲﾔﾏ ﾙﾘ 山梨 × × ×

17 906 相山　瑠里(2) 韮崎東中 *NM
ﾋﾛｾ ﾘﾎ 山梨

18 280 廣瀬　梨帆(1) 桂高 DNS

1m45 1m50 1m551m25 1m30 1m35 1m40 1m58 1m60

審 判 長：渡辺　悟
記録主任：小林　直樹

4月17日 12:30 決勝

凡例  DNS:欠場 *NM:記録なし



一般女子棒高跳

山梨県記録(YR)          3m70      保坂　美礼(都留文科大)                2009

決勝 

カナ名 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 2 6592 小林　翠(3) 山梨大 2m80
ｺﾔﾏ ｼｵﾘ 山梨 × ○ × × ×

2 1 296 小山　沙緒理(2) 桂高 2m20

審 判 長：渡辺　悟
記録主任：小林　直樹

4月16日 10:00 決勝

2m20 2m40 2m60 2m80 3m00

凡例 



一般女子走幅跳

山梨県記録(YR)          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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 山梨 5m73 5m50 5m43 5m73 8 × 5m62 5m68 5m73
1 23 6600 小林　悠香(4) 都留文科大 +1.8 -0.4 -0.2 +1.8 +0.6 +0.8 +1.8

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 5m37 × × 5m37 6 × 5m57 × 5m57
2 14 435 剱持　早紀(2) 山梨学院附属 +2.0 +2.0 +0.7 +0.7

ﾖｺﾔﾏ ｻｷ 鳥取 5m32 5m41 5m52 5m52 7 5m48 × 5m48 5m52
3 33 6604 横山　早紀(4) 都留文科大 -1.2 +0.5 +0.4 +0.4 +0.3 +1.4 +0.4

ｶﾜｶﾐ ﾕｶ 山梨 × 5m26 5m27 5m27 4 × 5m37 × 5m37
4 11 6612 川上　裕加(2) 都留文科大 +2.0 +0.2 +0.2 +1.4 +1.4

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 山梨 4m91 × 5m13 5m13 2 5m07 5m14 5m35 5m35
5 6 146 小林　由有(3) 巨摩高 -0.1 -1.4 -1.4 +0.3 -0.3 +2.7 +2.7

ｻﾄｳ ｱﾔ 山形 5m23 5m34 5m27 5m34 5 5m15 5m07 5m18 5m34
6 20 6614 佐藤　綾(2) 都留文科大 0.0 -0.4 -0.9 -0.4 +0.1 +0.3 +1.0 -0.4

ｲﾘｸﾗ ｹｲｺ 山梨 5m10 5m20 4m81 5m20 3 4m50 5m05 5m32 5m32
7 7 155 入倉　景子(2) 巨摩高 -1.0 +1.1 0.0 +1.1 +0.4 -0.2 +2.6 +2.6

ｺｲｽﾞﾐ ﾏｲ 山梨 5m06 4m85 4m85 5m06 1 4m94 × 5m02 5m06
8 4 73 小泉　舞(3) 甲府南高 +1.8 -0.2 -0.1 +1.8 +2.0 +1.4 +1.8

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨 4m90 × 4m94 4m94 4m94
9 34 485 近藤　祐未(3) 塩山中 -1.4 +0.9 +0.9 +0.9

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾕ 山梨 4m63 4m91 4m76 4m91 4m91
10 3 152 藤本　真優(3) 城南中 +2.0 -0.7 -0.4 -0.7 -0.7

ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨 4m89 4m82 4m85 4m89 4m89
11 13 666 剱持　クリア(2) 未来の森ＡＣ +1.0 -0.4 +0.1 +1.0 +1.0

ｵｶﾉ ﾊﾂﾞｷ 山梨 4m71 4m63 3m30 4m71 4m71
12 9 399 岡野　葉月(3) 駿台甲府高 +0.5 +1.0 +1.1 +0.5 +0.5

ｺﾞﾐ ﾘｵﾅ 山梨 × × 4m71 4m71 4m71
13 32 667 五味　里緒奈(2) 未来の森ＡＣ 0.0 0.0 0.0

ｶｶﾞﾐ ﾗﾝ 山梨 4m67 × × 4m67 4m67
14 29 44 加賀美　蘭(1) 甲府第一高 -1.7 -1.7 -1.7

ｿﾉﾀﾞ ｱﾘｻ 山梨 × 4m57 × 4m57 4m57
15 26 3156 園田　亜莉沙(3) 都留ＡＣ +0.8 +0.8 +0.8

ﾉﾀﾞ ﾕｶﾘ 山梨 × 4m22 4m41 4m41 4m41
16 1 668 野田　ゆかり(2) 未来の森ＡＣ -1.2 +0.8 +0.8 +0.8

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾎ 山梨 4m37 × 4m18 4m37 4m37
17 12 302 小林　礼歩(1) 吉田高 +0.7 +0.8 +0.7 +0.7

ﾖﾅｶﾞ ﾋﾅ 山梨 4m10 4m08 4m23 4m23 4m23
18 17 162 代永　妃那(2) 城南中 +1.3 -0.4 -1.8 -1.8 -1.8

ｲﾉｳｴ ﾏﾕ 山梨 4m17 4m15 4m14 4m17 4m17
19 19 1255 井上　真夢(3) 大月東中 0.0 -0.3 -1.0 0.0 0.0

ｼﾗﾄﾘ ﾘﾎ 山梨 4m17 × × 4m17 4m17
20 21 251 白鳥　里穂(2) 都留高 -0.3 -0.3 -0.3

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂﾐ 山梨 4m15 3m96 3m92 4m15 4m15
21 16 912 丸山　菜摘(3) 韮崎東中 +1.2 -0.5 -0.8 +1.2 +1.2

ｲｲｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 山梨 3m78 3m96 4m00 4m00 4m00
22 25 669 飯島　かのん(2) 未来の森ＡＣ +0.7 0.0 -0.7 -0.7 -0.7

ｲｼｲ ｴﾐ 山梨 3m52 3m86 3m46 3m86 3m86
23 22 362 石井　えみ(2) 大月短付高 -0.6 -0.6 +0.1 -0.6 -0.6

ｵｵｷ ｶﾅ 山梨 3m66 3m76 3m66 3m76 3m76
24 31 806 大木　奏(3) 増穂中 -1.7 -0.6 +0.2 -0.6 -0.6

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ 山梨 3m44 3m42 × 3m44 3m44
25 28 806 渡邊　真子(2) 増穂中 0.0 -0.3 0.0 0.0

ﾏｴﾀﾞ ｻﾁ 山梨 2m64 2m93 3m21 3m21 3m21
26 18 917 前田　幸(2) 韮崎東中 +0.8 -0.2 -1.1 -1.1 -1.1

ﾓﾘﾔ ﾘｶ 山梨 × × ×
2 258 森屋　梨香(3) 都留高

ｽｷﾞﾓﾄ ｱｽｶ 山梨 × × ×
5 1251 杉本　あすか(3) 大月東中

ﾂｼﾞ ｱﾝﾘ 山梨 × × ×
8 659 辻　杏里(1) 未来の森ＡＣ

審 判 長：渡辺　悟
記録主任：小林　直樹

4月16日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子走幅跳

山梨県記録(YR)          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

審 判 長：渡辺　悟
記録主任：小林　直樹

4月16日 10:00 決勝

ｳｴﾏﾂ ﾗﾝ 山梨 × × ×
37 221 植松　蘭(2) 日川高

ｵﾎﾞﾅｲ ﾏﾁ 山梨 × × －
38 66 小保内　真知(2) 甲府南高

ﾁﾊﾞ ﾊﾙｶ 山梨
10 517 地場　遥香(2) 笛吹高 DNS

ｺｲｹ ﾕｳﾅ 山梨
15 442 小池　優奈(1) 東海大甲府 DNS

ﾅﾄﾘ ｻｷ 山梨
24 809 名取　紗希(3) 増穂中 DNS

ﾐﾔﾀ ｹﾝﾄ 山梨
30 162 宮田　健登(3) 城南中 DNS

ﾀｹﾀﾞ ﾕﾘ 山梨
35 69 竹田　有里(2) 甲府南高 DNS

ｵﾏﾀ ﾘｮｳﾔ 山梨
36 577 小俣　凌也(3) 大月AC DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子三段跳

山梨県記録(YR)          12m87     荘　　久慧(筑波大)                    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

ｹﾝﾓﾁ ｻｷ 山梨 11m92 11m72 11m55 11m92 8 × × × 11m92
1 8 435 剱持　早紀(2) 山梨学院附属 -0.3 0.0 -0.2 -0.3 -0.3

ｱｻﾊﾞ ﾕﾘｶ 東京 × × 11m06 11m06 6 11m40 11m57 11m76 11m76
2 5 196 麻場　友理佳 法政アスリート倶楽部 +0.2 +0.2 +1.2 +1.0 +0.1 +0.1

ﾖｺﾔﾏ ｻｷ 鳥取 × × 10m92 10m92 5 × × 11m56 11m56
3 2 6604 横山　早紀(4) 都留文科大 -1.0 -1.0 +1.5 +1.5

ｻﾄｳ ｱﾔ 山形 11m12 11m11 11m19 11m19 7 10m98 11m09 10m80 11m19
4 4 6614 佐藤　綾(2) 都留文科大 -0.8 -1.3 0.0 0.0 +0.3 +1.3 +0.8 0.0

ｺｲｽﾞﾐ ﾏｲ 山梨 10m64 10m33 × 10m64 4 10m54 10m34 11m12 11m12
5 9 73 小泉　舞(3) 甲府南高 -0.4 -1.0 -0.4 +1.1 +1.6 +0.6 +0.6

ｹﾝﾓﾁ ｸﾘｱ 山梨 10m46 10m55 10m56 10m56 3 10m81 10m63 10m68 10m81
6 3 666 剱持　クリア(2) 未来の森ＡＣ -0.2 -1.5 -0.5 -0.5 +1.7 +1.7 +0.4 +1.7

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 山梨 × 10m41 × 10m41 2 10m19 9m95 10m00 10m41
7 1 485 近藤　祐未(3) 塩山中 -0.6 -0.6 0.0 +1.0 0.0 -0.6

ｿﾉﾀﾞ ｱﾘｻ 山梨 × × 9m32 9m32 1 9m75 9m92 9m77 9m92
8 7 3156 園田　亜莉沙(3) 都留ＡＣ 0.0 0.0 -1.0 0.0 +1.5 0.0

ｲｲｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 山梨 × 8m34 × 8m34 8m34
9 6 669 飯島　かのん(2) 未来の森ＡＣ -0.5 -0.5 -0.5

審 判 長：渡辺　悟
記録主任：小林　直樹

4月17日 11:00 決勝

凡例 



一般女子砲丸投

山梨県記録(YR)          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

ｱﾍﾞｸﾗ ﾙﾐ 山梨
1 8 140 阿部倉　瑠美(3) 巨摩高 8m39 × × 8m39 8m46 × 8m56 8m56

ｶｼﾜｷﾞ ｸﾐ 山梨
2 2 246 柏木　玖美(2) 都留高 7m18 × 8m00 8m00 8m13 7m65 7m57 8m13

ﾅｶﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 山梨
3 9 131 長澤　のぞみ(2) 巨摩高 6m77 7m30 7m54 7m54 7m62 7m19 7m62 7m62

ｼﾗﾄﾘ ﾘﾎ 山梨
4 3 251 白鳥　里穂(2) 都留高 7m09 7m53 7m22 7m53 7m53 7m38 7m56 7m56

ﾖﾈﾔﾏ ﾐｷ 山梨
5 4 487 米山　実樹(3) 園芸高 6m65 6m60 6m37 6m65 6m99 6m89 7m08 7m08

ﾜﾀﾞ ｶｵﾘ 山梨
6 6 468 和田　香織(3) 富士学苑高 6m62 6m94 6m04 6m94 6m57 6m89 6m86 6m94

ﾂｷﾐ ｱﾔﾈ 山梨
7 7 531 月見　綾音(2) 都留高 6m10 6m19 6m37 6m37 6m76 6m58 6m24 6m76

ｶﾉｳ ﾐﾅ 山梨
8 5 1253 加納　実奈(3) 大月東中 6m11 6m11 5m32 6m11 × 6m07 6m48 6m48

ｽｷﾞﾓﾄ ｱｽｶ 山梨
9 10 1251 杉本　あすか(3) 大月東中 5m31 5m52 5m34 5m52 5m52

ﾀﾅｶ ｷﾗﾗ 山梨
10 1 191 田中　葵玲々(1) 身延高 5m03 5m10 3m78 5m10 5m10

ﾌｶｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 山梨
12 804 深澤　葉月(2) 増穂中 DNS

ｵｵｲｼ ﾓｴ 山梨
11 249 大石　萌(2) 都留高 DNS

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月17日 10:00 決勝

凡例  DNS:欠場



一般女子円盤投

山梨県記録(YR)          44m86     吉野　トヨ子(教育庁)                  1952

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

ｺﾀｶ ｲｸｴ 山梨
1 10 6606 小高　郁恵(3) 都留文科大 × 29m20 × 29m20 7 × 31m14 32m04 32m04

ﾆｲﾉ ｱﾘｻ 山梨
2 3 290 新納　有紗(3) 桂高 26m32 30m23 28m75 30m23 8 25m30 29m08 27m57 30m23

ｼﾑﾗ ｼｵﾘ 山梨
3 9 7381 志村　詩織(2) 山梨大 25m21 26m19 28m23 28m23 6 × × 28m88 28m88

ﾅｶﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 山梨
4 2 131 長澤　のぞみ(2) 巨摩高 25m41 25m59 × 25m59 5 28m20 × 26m03 28m20

ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 山梨
5 5 297 小林　えり佳(2) 桂高 × 18m43 24m50 24m50 3 20m74 25m09 × 25m09

ｲﾜｵ ﾚﾅ 山梨
6 12 195 岩尾　玲奈(3) 身延高 24m95 23m94 21m32 24m95 4 22m49 24m13 24m90 24m95

ｵｶﾉ ﾊﾂﾞｷ 山梨
7 13 399 岡野　葉月(3) 駿台甲府高 19m81 × 22m43 22m43 1 × 18m89 23m68 23m68

ｶﾂﾏﾀ ﾌｼﾞｶ 山梨
8 11 275 勝俣　藤香(2) 桂高 23m26 17m21 × 23m26 2 23m52 20m51 × 23m52

ｶｼﾜｷﾞ ｸﾐ 山梨
9 8 246 柏木　玖美(2) 都留高 21m13 × × 21m13 21m13

ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｱﾔｶ 山梨
10 6 41 神宮寺　彩花(3) 甲府第一高 20m12 20m23 20m90 20m90 20m90

ﾖﾈﾔﾏ ﾐｷ 山梨
11 7 487 米山　実樹(3) 園芸高 19m84 18m19 20m37 20m37 20m37

ﾂｷﾐ ｱﾔﾈ 山梨
12 1 531 月見　綾音(2) 都留高 16m69 17m31 18m02 18m02 18m02

ｵｵｲｼ ﾓｴ 山梨
13 4 249 大石　萌(2) 都留高 15m29 15m83 16m38 16m38 16m38

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月16日 12:00 決勝

凡例 



一般女子ハンマー投

山梨県記録(YR)          39m03     蔵野　知子(身延高)                    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

ﾜﾀﾞ ｶｵﾘ 山梨
1 1 468 和田　香織(3) 富士学苑高 17m95 × × 17m95 15m93 × × 17m95

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月16日 10:00 決勝

凡例 



一般女子やり投

山梨県記録(YR)          47m25     中沢　和美(山梨大)                    2004

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

ｲﾜｵ ﾚﾅ 山梨
1 8 195 岩尾　玲奈(3) 身延高 × 34m02 37m22 37m22 8 × 35m68 36m08 37m22

ｼﾑﾗ ｼｵﾘ 山梨
2 15 7381 志村　詩織(2) 山梨大 32m56 32m99 × 32m99 7 × 34m84 31m33 34m84

ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｶ 山梨
3 5 405 中澤　佳香(3) 駿台甲府高 32m10 31m85 31m83 32m10 5 28m26 34m48 29m60 34m48

ﾆｲﾉ ｱﾘｻ 山梨
4 10 290 新納　有紗(3) 桂高 29m35 31m67 30m87 31m67 4 32m41 32m91 31m54 32m91

ｶﾓｲ ﾐｻｺ 山梨
5 16 123 鴨井　美紗子(2) 山梨農林高 16m90 27m12 32m66 32m66 6 28m94 31m19 32m66 32m66

ｻﾄｳ ﾕｶ 山梨
6 7 186 佐藤　百華(2) 身延高 29m70 28m62 × 29m70 1 28m89 32m15 22m99 32m15

ｱｷﾔﾏ ｺﾄﾐ 山梨
7 14 516 秋山　琴美(2) 笛吹高 × 30m97 29m46 30m97 3 30m16 31m65 32m04 32m04

ﾂｷﾐ ｱﾔﾈ 山梨
8 6 531 月見　綾音(2) 都留高 30m41 28m06 30m52 30m52 2 29m45 27m60 × 30m52

ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘｶ 山梨
9 3 297 小林　えり佳(2) 桂高 22m62 27m64 × 27m64 27m64

ｸｽﾞｸﾎﾞ ｱﾔ 山梨
10 11 407 葛窪　彩(2) 駿台甲府高 25m95 27m13 20m68 27m13 27m13

ｶﾂﾏﾀ ﾌｼﾞｶ 山梨
11 17 275 勝俣　藤香(2) 桂高 21m93 25m63 23m92 25m63 25m63

ｲﾄｳ ｱｲ 山梨
12 9 199 伊藤　愛(3) 身延高 25m29 22m34 25m41 25m41 25m41

ｵｵｲｼ ﾓｴ 山梨
13 4 249 大石　萌(2) 都留高 25m36 25m32 23m15 25m36 25m36

ｱﾍﾞｸﾗ ﾙﾐ 山梨
14 1 140 阿部倉　瑠美(3) 巨摩高 24m10 24m22 25m33 25m33 25m33

ﾎｻｶ ｶﾚﾝ 山梨
15 18 43 保坂　花蓮(2) 甲府第一高 23m24 22m57 22m36 23m24 23m24

ﾄｳｺﾞｳ ｻｸﾗ 山梨
16 12 256 東郷　さくら(3) 都留高 × 21m67 18m65 21m67 21m67

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ 山梨
2 416 杉山　愛海(2) 山梨学院附属 DNS

ｶｼﾜｷﾞ ｸﾐ 山梨
13 246 柏木　玖美(2) 都留高 DNS

審 判 長：保坂　重機
記録主任：小林　直樹

4月17日 11:30 決勝

凡例  DNS:欠場
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