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第２７回　全国小学生陸上競技交流大会　山梨県予選会
山梨中銀スタジアム 平成２３年６月１９日(日)

種別 種目

１００ｍ 岩崎　世那(4) 15.60 荻野　壮太(4) 15.79 杉本　健太(4) 15.84 村松　星哉(4) 16.12 松村　知哉(4) 16.17 横塚　大和(4) 16.67 藤井　佑成(4) 16.70 高村　優斗(4) 16.89

中村塾 (-1.0) 甲運陸上クラブ (-1.0) 大月ＡＣ (-1.0) ナカムラＡＣ (-1.0) 一宮町陸上スポーツ少年団 (-1.0) 増穂クラブ (-1.0) 南アルプスＡＣ (-1.0) 駿台甲府陸上クラブ (-1.0)

１０００ｍ 森田　克馬(4) 3:23.95 小林　拓登(4) 3:25.95 羽田　虎太郎(4) 3:30.85 中村　心乃佑(4) 3:41.67 中楯　健太(4) 3:43.55 野呂瀬　瑞希(4) 3:47.02 藤木　柊成(4) 3:49.27 宮川　　彪(4) 3:57.65

大国俊足 大国俊足 南アルプスＡＣ 北杜かけっこクラブ 小瀬ＡＣ 南アルプスＡＣ 一宮町陸上スポーツ少年団 甲運陸上クラブ

走幅跳 小野　健太(4) 3m41(+1.3) 望月　龍之介(4) 3m14(+1.1) 丸山　和成(4) 2m79(+1.3) 三好　勇輝(4) 2m78(+0.6) 淺川　綾汰(4) 2m35(+0.5) 柴田　耕太郎(4) 2m09(+1.9)

大国俊足 駿台甲府陸上クラブ 北西陸上クラブ 駿台甲府陸上クラブ 北西陸上クラブ 白根東ＪＡＣ

１００ｍ 坂本　壮平(5) 14.13 水上　陽仁(5) 14.77 塚田　海澪(5) 15.10 村松　由翔(5) 15.23 寺戸　　翼(5) 15.61 深沢　大陽(5) 15.98 望月　　舜(5) 16.06 渡辺　耀大(5) 16.11

未来の森ＡＣ (-0.9) 中村塾 (-0.9) 中村塾 (-0.9) ナカムラＡＣ (-0.9) ナカムラＡＣ (-0.9) 増穂クラブ (-0.9) 増穂クラブ (-0.9) 甲運陸上クラブ (-0.9)

１０００ｍ 望月　満帆(5) 3:11.82 土屋　雅也(5) 3:19.63 佐藤　愛起(5) 3:34.91 飯野　太郎(5) 3:43.31 村松　明博(5) 3:43.73 篠原　　麓(5) 3:43.75 後藤　　翼(5) 3:51.31 菊池　宙河(5) 3:52.66

大国陸上クラブ GR 一宮町陸上スポーツ少年団 大国ジュニア 駿台甲府陸上クラブ 駿台甲府陸上クラブ 北西陸友クラブ オンリーワン 大国マッハ

走幅跳 内藤　　萌(5) 3m72(+0.7) 小林　俊尊(5) 3m39(0.0) 芦澤　伊織(5) 3m36(+0.6) 内田　輝正(5) 3m35(+0.6) 石川　　諒(5) 3m29(+0.9) 望月　由知(5) 3m27(0.0) 萩原　寛太(5) 3m21(+0.7) 横山　裕陸(5) 3m00(0.0)

大国韋駄天 駿台甲府陸上クラブ 白根東ＡＣ 白根東ＪＡＣ 大国ジュニア 増穂クラブ 大国俊足 北西陸友クラブ

１００ｍ 野村　　涼(6) 12.96 廣瀬　錬哉(6) 13.08 山本　啓太(6) 13.73 望月　康聖(6) 13.88 榊原　智仁(6) 14.17 今井　貫人(6) 14.24 石原　　巧(6) 14.42 武藤　勝一(6) 14.51

未来の森ＡＣ (-1.1) 中村塾 (-1.1) 新田ＡＣ (-1.1) 早川陸上クラブ (-1.1) 甲府東ＡＣ (-1.1) 未来の森ＡＣ (-1.1) 北西陸上クラブ (-1.1) 未来の森ＡＣ (-1.1)

１０００ｍ 岩瀬　大周(6) 3:07.64 望月　悠斗(6) 3:08.30 藤巻　　天(6) 3:08.79 神田　朋武(6) 3:21.26 内藤　悠稀(6) 3:25.00 石川　伶音(6) 3:28.72 大宮　　涼(6) 3:29.35 新田　和輝(6) 3:30.10

大国陸上クラブ 南アルプスＡＣ 大国陸上クラブ 未来の森ＡＣ 南アルプスＡＣ 南アルプスＡＣ 鳴沢ＡＣ 北西陸友クラブ

走幅跳 若杉　寛幸(6) 4m41(+0.3) 久松　　旬(6) 4m07(0.0) 伊藤　裕哉(6) 4m03(+0.3) 駒井　優樹(6) 4m03(+0.4) 飯野　　仁(6) 3m96(+0.4) 羽入田　直斗(6) 3m93(+0.1) 藤本　真生(6) 3m87(+0.9) 荻野　恭輔(6) 3m73(+0.9)

中村塾 中村塾 南アルプスＡＣ 駿台甲府陸上クラブ 甲運陸上クラブ 大月ＡＣ 大国陸上クラブ 北西陸上クラブ

４×１００ｍ 未来の森ＡＣ 55.25 中村塾 57.47 大国陸上クラブ 57.63 南アルプスＡＣ 57.92 大月ＡＣ 58.44 ナカムラＡＣ 1:00.01 甲運陸上クラブ 1:01.21 北西陸上クラブ 1:02.99

雨宮　健仁(6) 塚田　海澪(5) 藤本　真生(6) 樋口　壮人(6) 小林　和樹(6) 志村　一成(6) 小笠原　結貴哉(6) 山田　　駿(6)

坂本　壮平(5) 若杉　寛幸(6) 萩原　健太(6) 内藤　悠稀(6) 髙坂　佳希(6) 村松　由翔(5) 飯野　　仁(6) 石原　　巧(6)

武藤　勝一(6) 内藤　　丈(6) 岩瀬　大周(6) 望月　悠斗(6) 杉本　健太(4) 寺戸　　翼(5) 児玉　瑠樹亜(6) 荻野　恭輔(6)

今井　貫人(6) 水上　陽仁(5) 望月　満帆(5) 伊藤　裕哉(6) 羽入田　直斗(6) 土屋　拓斗(6) 岡　　夏輝(6) 飯村　　蓮(6)

８０ｍＨ 日原　翔夢(6) 13.63 萩原　健太(6) 13.64 小林　和樹(6) 14.41 髙坂　佳希(6) 14.47 深松　俊介(6) 16.34 土屋　拓斗(6) 16.93 志村　一成(6) 17.71 窪田　冠太(5) 18.08

中村塾 (+0.1) 大国陸上クラブ (+0.1) 大月ＡＣ (+0.1) 大月ＡＣ (+0.1) 甲運陸上クラブ (+0.1) ナカムラＡＣ (+0.1) ナカムラＡＣ (+0.1) 未来の森ＡＣ (+0.1)

走高跳 小林　泰河(6) 1m25 渡辺　壮真(6) 1m10 武藤　篤史(6) 1m10

鳴沢ＡＣ 鳴沢ＡＣ 中村塾 無効試技差

ボール投 内藤　　丈(6) 52m63 児玉　瑠樹亜(6) 41m80 青山　大悟(6) 41m42 小柳　　龍(6) 38m00 堀井　広大(6) 37m88 秋山　　翔(5) 34m26 望月　海斗(6) 31m07 内藤　明日生(5) 29m55

中村塾 甲運陸上クラブ 甲運陸上クラブ 早川陸上クラブ 甲運陸上クラブ 北西陸上クラブ 甲運陸上クラブ 甲運陸上クラブ

１００ｍ 原田　知佳(4) 16.21 太田　成美(4) 16.44 中沢　志保(4) 16.84 渡辺　真侑子(4) 16.85 藤原　ひより(4) 17.14 天野　璃奈(4) 17.46 小野　絢凪(4) 17.50

増穂クラブ (-1.0) 未来の森ＡＣ (-1.0) 駿台甲府陸上クラブ (-1.0) 増穂クラブ (-1.0) 駿台甲府陸上クラブ (-1.0) 駿台甲府陸上クラブ (-1.0) 増穂クラブ (-1.0)

８００ｍ 田邉　野乃実(4) 2:55.06 名取　万記歩(4) 2:55.17 河西　真央(4) 2:59.30 河野　もな(4) 3:10.26 田辺　梨々子(4) 3:10.29 志村　ひまり(4) 3:10.95 仙洞田　桃香(4) 3:15.74 小清水　理乃(4) 3:19.87

奥野田クラブ 南アルプスＡＣ 奥野田クラブ 大国ジュニア 駿台甲府陸上クラブ 増穂クラブ 南アルプスＡＣ 北杜かけっこクラブ

走幅跳 天野　笑里(4) 2m89(+1.2) 齊籐　優有(4) 2m65(+0.5) 小俣　こゆき(4) 2m52(+0.1) 築地　かんな(4) 2m51(+0.4)

大国ジュニア 白根東ＥＡＣ 大月ＡＣ 白根東ＥＡＣ

１００ｍ 飯島　しおん(5) 15.03 山口　華枝(5) 15.13 仙洞田　朋子(5) 15.21 岩浅　優花(5) 15.51 萱沼　結衣(5) 15.54 山本　月菜(5) 15.60 坂口　莉緒(5) 15.65 中澤　杏珠(5) 15.67

未来の森ＡＣ (-1.1) 大国陸上クラブ (-1.1) 増穂クラブ (-1.1) 一宮町陸上スポーツ少年団 (-1.1) 大国陸上クラブ オンリーワン (-1.1) 南アルプス陸協 (-1.1) 駿台甲府陸上クラブ (-1.1)

８００ｍ 飯島　理子(5) 2:39.31 山崎　幸菜(5) 2:52.75 白鳥　杏果(5) 2:53.38 高師　史花(5) 2:56.24 小林　ひばり(5) 2:56.31 大石　菜々子(5) 3:13.91 船井　星南(5) 3:15.41 ﾄｩｻｯｸ　あやめ(5) 3:15.47

未来の森ＡＣ 北西陸友クラブ 甲運陸上クラブ 北西陸友クラブ 駿台甲府陸上クラブ 増穂クラブ オンリーワン 鳴沢ＡＣ

走幅跳 馬場　和夏奈(5) 3m10(+0.8) 杉山　夏鈴(5) 3m03(-0.4) 志村　栞奈(5) 2m96(+0.6) 塚原　奈美(5) 2m92(+1.1) 小林　杏菜(5) 2m92(+0.7) 川端　莉瑚(5) 2m86(+0.5) 小俣　美鈴(5) 2m53(+1.3)

ナカムラＡＣ 早川陸上クラブ 駿台甲府陸上クラブ 白根東ＪＡＣ 鳴沢ＡＣ 駿台甲府陸上クラブ 大月ＡＣ

１００ｍ 佐藤　里奈(6) 14.48 中田　舞花(6) 14.59 小川　奈恵(6) 14.77 中澤　瑠菜(6) 14.80 野田　穂乃花(6) 14.83 加藤　卯衣(6) 15.27 赤沢　広美(6) 15.34 今村　令那(6) 15.42

中村塾 (-0.4) 富河クラブ (-0.4) 中村塾 (-0.4) 北西陸上クラブ (-0.4) 南アルプスＡＣ (-0.4) オンリーワン (-0.4) 南アルプスＡＣ (-0.4) 南アルプスＡＣ (-0.4)

８００ｍ 小田切　愛優(6) 2:41.21 堀内　璃々子(6) 2:44.30 三井　柚月(6) 2:46.59 羽田　麗子(6) 2:47.17 功刀　永遠(6) 2:51.73 小池　知穂(6) 2:52.24 村松　呼春(6) 2:53.84 上野　優里香(6) 3:12.97

南アルプスＡＣ 未来の森ＡＣ 北杜かけっこクラブ 南アルプスＡＣ 北西陸上クラブ 一宮町陸上スポーツ少年団 富河クラブ 一宮町陸上スポーツ少年団

走幅跳 雨宮　珠麻(6) 4m13(+0.1) 笹本　みなみ(6) 3m99(+0.1) 打川　真由(6) 3m57(0.0) 安部　　桜(6) 3m30(+2.3) 小倉　彩奈(6) 3m07(+0.6) 佐藤　柚羽(6) 2m73(+1.2)

中村塾 南アルプスＡＣ 白根東ＡＣ 白根東ＪＡＣ 公認3m16(+0.4) 日下部クラブ 白根東ＪＡＣ

４×１００ｍ 中村塾 57.23 南アルプスＡＣ 58.19 北西陸上クラブ 58.30 大国陸上クラブ 59.53 増穂クラブ 1:01.21 未来の森ＡＣ 1:01.76 甲運陸上クラブ 1:02.00 南アルプス陸協 1:02.05

飯田　麻里愛(6) 今村　令那(6) 工藤　　楓(6) 南堀　知夏(6) 折居　海音(6) 飯島　しおん(5) 伊澤　万理加(6) 松岡　実玖(5)

小川　奈恵(6) 野田　穂乃花(6) 中澤　瑠菜(6) 山口　華枝(5) 仙洞田　朋子(5) 飯島　理子(5) 駒谷　芽唯(6) 坂口　莉緒(5)

雨宮　珠麻(6) 赤沢　広美(6) 板楠　千尋(6) 萱沼　結衣(5) 橋本　紗江(5) 堀内　璃々子(6) 小林　ミユ(5) 相原　咲良(5)

佐藤　里奈(6) 笹本　みなみ(6) 功刀　永遠(6) 武　すみれ(6) 入倉　千奈(6) 太田　成美(4) 杉原　美布(6) 三吉　南緒(5)

８０ｍＨ 板楠　千尋(6) 14.31 工藤　　楓(6) 14.76 飯田　麻里愛(6) 14.76 菊嶋　夏帆(6) 14.83 駒谷　芽唯(6) 15.36 山崎　南津那(5) 15.44 大川　璃子(6) 17.18 陣内　　舞(6) 17.22

北西陸上クラブ (-0.4) 北西陸上クラブ (-0.4) 中村塾 (-0.4) ナカムラＡＣ (-0.4) 甲運陸上クラブ (-0.4) 未来の森ＡＣ (-0.4) 鳴沢ＡＣ (-0.4) 中村塾 (-0.4)

走高跳 笠井　梨奈(6) 1m20 鞍打　　紡(6) 1m10

早川陸上クラブ 早川陸上クラブ

前嶋　友菜(6) 1m10

日下部クラブ

ボール投 三枝　莉子(6) 44m58 廣瀬　実紅(6) 43m50 久保島　美玖(6) 36m02 深澤　智裕(6) 32m22 深澤　　涼(5) 29m46 南堀　知夏(6) 28m06 初鹿野　優花(6) 27m28 三神　優衣(6) 27m25

日下部クラブ 中村塾 駿台甲府陸上クラブ 日下部クラブ 早川陸上クラブ 大国陸上クラブ 日下部クラブ 玉幡ＡＣ
6年男子100m 廣瀬　錬哉(6) 予選記録 12.84(-0.3)GR
6年男子100m 野村　　涼(6) 予選記録 12.86(-0.2)GR
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７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

[ GR:大会記録／EGR：大会タイ記録／TK:着差あり ]
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