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第２６回　山梨県高等学校陸上競技　学年別・１年生大会
山梨中銀スタジアム 平成２４年６月３０日(土)

種別 種目

１００ｍ 井上  成(3) 11.26 長坂  宏紀(3) 11.34 斉藤  一真(3) 11.39 杉本　昂士(2) 11.70 相澤  右近(3) 11.75 浅利　拓(2) 11.78 相山  友希(3) 11.89

風：-3.9 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・桂　 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　

４００ｍ 浅川　裕亮(2) 49.93 名取　廣(2) 52.45 杉本　昂士(2) 52.50 早川　雄貴(2) 53.03 佐野　史弥(3) 53.11 深沢　和(2) 53.13 名取　佳輝(2) 53.59 白須　愁(2) 53.90

山梨・日大明誠　 山梨・甲府南　 山梨・桂　 山梨・富士北稜　 山梨・身延　 山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・都留　

５０００ｍ 藤崎　智也(3) 16:21.97 山野　亮太(2) 16:30.99 山田　一聖(3) 16:31.91 高橋　勇成(2) 16:40.05 田中　航大(2) 16:49.63 手塚　隆一(3) 16:51.91 小池　絢大(2) 16:58.10 小林　優希(3) 17:08.05

山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・日大明誠　 山梨・甲府南　 山梨・農林　 山梨・巨摩　 山梨・東海大甲府　

１１０ｍＨ 塩澤　大輔(2) 16.39 渡邉　斗夢(2) 16.48 若林　直人(3) 17.04 島田　隆成(2) 18.77 渡邉　和貴(2) 19.26 飯島　拓実(2) 20.98

風：0.0 山梨・巨摩　 山梨・富士河口湖　 山梨・増穂商業　 山梨・甲府南　 山梨・富士北稜　 山梨・上野原　

走幅跳 斉藤  一真(3) 7m03(+3.2) 長坂  宏紀(3) 6m93(+2.1) 野田　雅浩(3) 6m80(+0.2) 大谷　琢磨(2) 6m64(+1.9) 日向　一機(2) 6m54(+1.7) 藤本　聖哉(2) 6m48(+1.5) 園田　将太(2) 6m10(+0.4) 小島　一樹(2) 6m00(+1.8)

山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・市川　 山梨・甲府第一　 山梨・桂　 山梨・吉田　 山梨・甲府城西　

三段跳 相山  友希(3) 14m28(+2.7) 藤本　聖哉(2) 13m76(+1.4) 日向　一機(2) 13m18(+3.0) 小島　一樹(2) 12m78(+2.7) 池谷　大介(2) 12m71(+1.0) 天野　和哉(2) 12m36(+4.3) 渡邉　和貴(2) 12m31(+2.7) 渡邊　翔也(3) 12m20(+2.6)

山梨・駿台甲府　 山梨・桂　 山梨・甲府第一　 山梨・甲府城西　 山梨・富士北稜　 山梨・吉田　 山梨・富士北稜　 山梨・桂　

砲丸投 須田　裕太郎(3) 14m92 横内　章裕(2) 11m47 芦川　祥崇(3) 10m47 矢崎　裕大(2) 9m81 柏木　英明(2) 9m47 遠山　龍矢(2) 8m71

山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・身延　 山梨・巨摩　 山梨・桂　 山梨・富士北稜　

やり投 佐野　昇太(3) 52m12 相澤  右近(3) 49m79 河野　倭(3) 46m44 望月　俊希(2) 44m37 渡辺　純平(2) 42m57 三木　航(3) 38m88 小林　秀(2) 38m31 仲山　健人(3) 37m85

山梨・身延　 山梨・駿台甲府　 山梨・桂　 山梨・身延　 山梨・富士河口湖　 山梨・東海大甲府　 山梨・甲府南　 山梨・山梨　

２００ｍ 小田　遼太(1) 22.41 舩木　勇助(1) 22.92 渡邊　黎旺(1) 23.39 須貝　英太郎(1) 23.42 山下　黎(1) 23.49 笹本　大夢(1) 23.66 守谷　健汰(1) 24.13 深澤　拓己(1) 24.36

風：+0.8 山梨・駿台甲府　 山梨・都留　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府南　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府工業　 山梨・日大明誠　 山梨・身延　

３０００ｍ 諏訪　寛太(1) 9:15.42 雨宮　裕太(1) 9:16.77 五味　翔太(1) 9:23.82 吉澤　崇史(1) 9:28.68 落合　駿斗(1) 9:39.06 志村　佳太(1) 9:44.87 落合　亮太(1) 9:49.44 風間　健範(1) 9:51.50

山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・甲府工業　 山梨・甲府第一　 山梨・甲府第一　 山梨・甲府第一　 山梨・甲府工業　

１１０ｍＪＨ 飯久保　明洋(1) 15.40(+0.7) 平出　圭亮(1) 16.20(+0.7) 國母　尚也(1) 17.11(+0.7) 小針　徳正(1) 18.24(+0.7) 近藤　翔真(1) 19.28(+1.0) 柳本　弘太(1) 19.54(+1.0) 松木　祐斗(1) 19.55(+0.7) 勝俣  景太(1) 20.34(+1.0)

山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府工業　 山梨・巨摩　 山梨・甲府南　 山梨・東海大甲府　 山梨・身延　 山梨・富士北稜　

走幅跳 中込　健太(1) 6m75(+1.2) 山下　黎(1) 6m57(+1.8) 渡辺　竜麻(1) 6m46(+2.2) 宮原　正成(1) 6m31(+1.7) 有泉　裕貴(1) 6m26(+2.8) 平出　圭亮(1) 6m17(+1.7) 普久原　竜二(1) 6m02(+1.6) 宮田　健登(1) 5m97(+1.3)

山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府工業　 山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府工業　 山梨・笛吹

砲丸投 三村　優斗(1) 9m60 小田　遼太(1) 9m38 笠原　健志(1) 9m21 太田　優也(1) 8m72 望月　優太(1) 8m44 後藤　彪我(1) 7m92 小林　大晃(1) 7m74 宮原　徳也(1) 7m29

5.0kg 山梨・韮崎工業　 山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・都留　 山梨・甲府商業　 山梨・吉田　 山梨・甲府南　 山梨・甲府南　

８００ｍ 鶴崎　大輔(3) 1:57.08 村松　和十(2) 1:59.21 岡本　竜馬(2) 2:02.22 小林　若葉(2) 2:02.37 小林　優希(3) 2:05.10 高橋　勇成(2) 2:05.65 小栗　宙(2) 2:05.91 藤崎　智也(3) 2:06.73

山梨・吉田　 山梨・甲府第一　 山梨・日大明誠　 山梨・駿台甲府　 山梨・東海大甲府　 山梨・日大明誠　 山梨・桂　 山梨・農林　

５０００ｍＷ 小林　大地(2) 25:44.56 井上　大地(2) 26:32.44 青栁  至(2) 26:52.18 江花　直人(2) 27:46.54 坂野　安希(2) 27:52.42

山梨・農林　 山梨・身延　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府第一　 山梨・桂　

４×１００ｍＲ 山梨:駿台甲府A 43.02 山梨:駿台甲府B 43.58 山梨:駿台甲府C 44.25 山梨:都留A　 45.04 山梨:身延A　 45.31 山梨:桂　 45.43 山梨:甲府工業　 45.57 山梨:日大明誠　 45.59

相澤  右近(3) 相山  友希(3) 渡辺　竜麻(1) 安藤　浩平(2) 佐野　昇太(3) 藤本　聖哉(2) 國母　尚也(1) 齊藤　和声(1)

長坂  宏紀(3) 小田　遼太(1) 山下　黎(1) 白須　愁(2) 佐野　圭汰(3) 杉本　昂士(2) 北村　明豊(2) 守谷　健汰(1)

井上  成(3) 斉藤  一真(3) 深沢　和(2) 小林　修太郎(2) 佐野　史弥(3) 西谷　卓巳(3) 宮原　正成(1) 和田　容司郎(2)

三浦　孝允(3) 渡邊　黎旺(1) 長坂  伊織(3) 原　悠介(2) 遠藤　佳祐(3) 渡邊　翔也(3) 笹本　大夢(1) 浅川　裕亮(2)

走高跳 塩澤　大輔(2) 1m93 大谷　琢磨(2) 1m80 長田　静弥(1) 1m75 園田　将太(2) 1m75 渡邊　祥治(2) 1m70 越石　翔太(2) 1m70 菅野　一真(1) 1m65 市川　翔(2) 1m60

山梨・巨摩　 山梨・市川　 山梨・白根　 山梨・吉田　 山梨・市川　 山梨・笛吹 山梨・都留　 山梨・身延　

棒高跳 望月　雄馬(3) 3m80 天野　一葵(2) 3m60 中澤　慶翼(2) 3m40 渡邊　翔也(3) 3m40 加藤　真嵩(1) 3m40 保坂　響(1) 3m20 長坂　黎(2) 3m10 井上　樹(1) 3m00

山梨・甲府工業　 山梨・富士北稜　 山梨・巨摩　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・甲府工業　 山梨・桂　 山梨・巨摩　

円盤投 須田　裕太郎(3) 36m27 仲神　健斗(3) 32m03 古川　周平(3) 30m77 三神　勇樹(3) 29m41 古屋　力(2) 29m40 横内　章裕(2) 29m32 矢崎　裕大(2) 28m96 柏木　英明(2) 26m41

山梨・巨摩　 山梨・農林　 山梨・甲府工業　 山梨・農林　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・桂　
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第２６回　山梨県高等学校陸上競技　学年別・１年生大会
山梨中銀スタジアム 平成２４年６月３０日(土)

種別 種目 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

１００ｍ 中根  舞(3) 12.61 大神田南海(2) 12.78 井上　愛梨(3) 12.88 柏木　真央(2) 13.02 甘利　渚(3) 13.04 原田　真衣(2) 13.06 都倉　瑞生(3) 13.08

風：-0.1 山梨・駿台甲府　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・桂　

小川　詩織(2) 13.04

山梨・駿台甲府　

４００ｍ 中根  舞(3) 1:00.22 井上　愛梨(3) 1:01.74 原田　真衣(2) 1:02.55 宮下　ゆい(3) 1:03.63 藏重　泉美(2) 1:04.71 大澤　いくみ(2) 1:05.96 川村　友里子(2) 1:06.04 衣川　柚花(3) 1:08.24

山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・富士学苑　 山梨・都留　 山梨・甲府南　 山梨・吉田　 山梨・桂　

３０００ｍ 天神　瑠菜(2) 10:49.49 長田　智保(2) 11:05.23 雨宮　弥沙(2) 11:15.61 鳩山　真奈美(3) 11:26.70 萩谷　知央(3) 11:42.97 増田　優季(3) 12:00.20 斉藤　千咲(2) 12:02.36 内野　加那(2) 12:03.97

山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・甲府工業　 山梨・桂　 山梨・農林　 山梨・桂　

１００ｍＨ 内田　莉奈(3) 15.10(-1.9) 大神田南海(2) 15.14(-1.9) 村上　史奈(2) 15.85(+0.1) 大澤　いくみ(2) 17.40(-1.9) 小澤　文彩(3) 18.18(-1.9) 坂本　明里(2) 18.21(+0.1) 坂本　あかね(2) 18.34(+0.1) 竹田　翔子(3) 18.49(+0.1)

山梨・巨摩　 山梨・桂　 山梨・巨摩　 山梨・甲府南　 山梨・桂　 山梨・桂　 山梨・富士河口湖　 山梨・桂　

走幅跳 長谷部いずみ(2) 5m04(+1.4) 加賀美　蘭(2) 5m03(+1.3) 石井　えみ(3) 4m91(+2.0) 夏八木　かな(2) 4m85(+0.7) 白鳥　里穂(3) 4m80(+1.7) 杉本　理奈(2) 4m57(+2.1) 廣瀬　梨帆(2) 4m55(-0.1) 真田　華茄(2) 4m33(0.0)

山梨・巨摩　 山梨・甲府第一　 山梨・大月　 山梨・山梨　 山梨・都留　 山梨・桂　 山梨・桂　 山梨・富士北稜　

ハンマー投 小林　えり佳(3) 33m73 石川　果歩(2) 30m60 田中　葵玲々(2) 26m66 勝俣　藤香(3) 24m81 大江　真由(2) 20m51 衣川　沙希(2) 19m74 小菅　身香(2) 18m88 川口　梨歩(2) 17m51

4.0kg 山梨・桂　 山梨・身延　 山梨・身延　 山梨・桂　 山梨・山梨　 山梨・都留　 山梨・桂　 山梨・甲府第一　

２００ｍ 大石　莉乃(1) 26.68 山岸  花陽(1) 27.70 白倉  若奈(1) 27.87 飯寄　由季(1) 28.10 藤本  真優(1) 28.53 羽田　あすか(1) 28.67 高野　美咲(1) 29.28 斉藤　なつみ(1) 29.39

風：-1.8 山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・身延　 山梨・桂　 山梨・巨摩　

１５００ｍ 宮沢　亜美(1) 5:19.13 天野　楓(1) 5:31.73 澤登　秋菜(1) 5:33.33 小幡　寿美可(1) 5:38.69 河野　史歩(1) 5:40.65 渡辺　祐希(1) 6:21.49

山梨・農林　 山梨・桂　 山梨・塩山　 山梨・桂　 山梨・桂　 山梨・富士河口湖　

１００ｍＹＨ 勝俣　美空(1) 15.85(-0.5) 川野　南緒(1) 16.27(-0.5) 渡邉　萌(1) 17.82(-1.2) 内藤　史奈(1) 17.91(-1.2) 柴田　涼花(1) 18.04(-1.2) 亀ケ川　愛(1) 18.51(-0.5) 伊藤　ももこ(1) 18.90(-1.2) 佐野　友香(1) 19.00(-0.5)

山梨・桂　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府南　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・甲府商業　 山梨・吉田　

走幅跳 藤本  真優(1) 5m59(+1.3) 石川　愛梨(1) 5m11(+3.3) 深美　優(1) 4m76(0.0) 白倉  若奈(1) 4m71(+1.0) 河西　玲奈(1) 4m68(-0.3) 相川　礼夏(1) 4m65(+3.4) 木村　奈那(1) 4m44(+0.1) 内藤　友香(1) 4m39(+1.1)

山梨・駿台甲府　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・駿台甲府　 山梨・甲府城西　 山梨・巨摩　 山梨・身延　 山梨・甲府商業　

８００ｍ 山岸  花陽(1) 2:24.05 山口　真利(2) 2:28.11 長田　智保(2) 2:30.23 天神　瑠菜(2) 2:32.20 奥脇　莉子(3) 2:34.79 宮沢　亜美(1) 2:34.97 内野　加那(2) 2:35.14 ｶﾞﾚﾘｱﾉ ｱｹﾐ(2) 2:35.47

山梨・駿台甲府　 山梨・都留　 山梨・農林　 山梨・農林　 山梨・桂　 山梨・農林　 山梨・桂　 山梨・増穂商業　

４×１００ｍＲ 山梨:桂　 49.84 山梨:駿台甲府A 50.10 山梨:巨摩Ｃ 50.32 山梨:巨摩A 51.79 山梨:都留A 52.04 山梨:巨摩B 52.34 山梨:駿台甲府B 52.56 山梨:身延　 山梨:巨摩B

大神田南海(2) 北村  春菜(3) 秋山　来恵(3) 深沢　果夏(2) 井上　和(3) 亀ケ川　愛(1) 中澤  美結(1) 今村　美月(1) 亀ケ川　愛

柏木　真央(2) 中根  舞(3) 井上　愛梨(3) 原田　真衣(2) 白鳥　里穂(3) 大石　莉乃(1) 山岸  花陽(1) 羽田　あすか(1) 大石　莉乃

蔦木　望都(3) 白倉  若奈(1) 甘利　渚(3) 村上　史奈(2) 小俣　友梨恵(3) 石川　愛梨(1) 川野　南緒(1) 遠藤　あい子(1) 石川　愛梨

都倉　瑞生(3) 小川　詩織(2) 内田　莉奈(3) 竹野　芙紀(2) 藏重　泉美(2) 飯寄　由季(1) 藤本  真優(1) 木村　奈那(1) 飯寄　由季

砲丸投 石川　果歩(2) 10m02 柏木　玖美(3) 9m64 長澤　のぞみ(3) 9m10 亀ケ川　愛(1) 8m59 星野　希(1) 8m00 勝俣　藤香(3) 7m93 小宮山　真希(1) 7m74 小松　愛里香(2) 7m08

山梨・身延　 山梨・都留　 山梨・巨摩　 山梨・巨摩　 山梨・桂　 山梨・桂　 山梨・農林　 山梨・甲府商業　

棒高跳 小山　沙緒理(3) 2m40

山梨・桂　

やり投 小林　えり佳(3) 40m18 佐藤　百華(3) 37m26 鴨井　美紗子(3) 35m91 秋山　琴美(3) 33m55 太田　有紀(2) 30m49 井田　菜月(2) 29m94 今村　美月(1) 26m99 中澤  美結(1) 24m79

山梨・桂　 YH 山梨・身延　 YH 山梨・農林　 YH 山梨・笛吹 YH 山梨・山梨　 YH 山梨・甲府南　 YH 山梨・身延　 YH 山梨・駿台甲府　 YH
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